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最近，細胞膜内外のイオン濃度勾配を駆動力にして物質輸送を行う二次性能動輸送体の 1 種であるヒダントイン輸送体におい
て，交互アクセス機構とよばれる輸送機構に存在する 3 種類の主要な中間体の構造が決定された．これらの構造情報を解析す
ることで，二次性能動輸送体の輸送機構が分子レベルで明らかにされた．
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開発したピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分光計と，それを用いたバクテリオロドプシンのダイナミクス研究について最近の成
果を紹介する．



細胞の力学知覚の物理メカニズム

Exploring the Physical Calibration Mechanism for Cellular Mechano-sensing

水野大介

MIZUNO, D.

中益朗子

NAKAMASU, A.

細胞は，周囲の媒質の硬さを計測して（力学知覚），自らの振る舞いを決定する．最近筆者らはマイクロレオロジーとよばれ
る手法を利用して，細胞と周囲媒質との間の力学的相互作用を定量解析し，その物理的機序を明らかにした．本稿では細胞の
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昨年は，学会創設 50 周年という節目の年であった．さまざま
な記念事業を通して，これからの生物物理学会を背負っていく若
い研究者の生物物理への想いに触れる機会が多かった．彼らのア
クティビティーの高さや健全な批判精神，しなやかな精神力を頼
もしく感じ，これからも生物物理学会は盛り上がっていくだろう
という確信をもつことができた．一方で，学会外の方から，生物
物理への批判を聞く機会も同様に多かった． 生物物理という学
問は可能なのか？

とか 生物物理は物理学（生物学）には貢献

していないですね

などなど．

私は，生物物理学は生命の根源を極めるという使命をもったき
わめて基礎的な学問であり，物質の根源を探る素粒子物理学，宇
宙の根源を探る宇宙物理学と対比されるべき学問であると思って
いる．学会創設のころには，おそらく新しい学問分野を創るとい
う熱気に満ちあふれていたであろう．物理学教室に生物物理研究
室が次々と生まれた．
しかし，今はその熱気は冷め，生物物理は成熟した生物学の一
分野になって定着したかのように見える．生物物理が生物学にさ
まざまなレベルで観る手段を提供し，生物学の爆発的進歩を支え

次の 50 年

てきていることには疑いがない．生物物理学会のアクティビ

巻／頭／言

に対する 1 つの回答は，こうした生物物理の成果を，きちんと学

ティーの大半は，このような流れの中の成果である．上記の批判
会外へ伝えていくことであろう．生物物理学会が今後担っていか
なければならない使命である．
次の 50 年，学会として最も重要なことは，新しい分野を創る
という創立の原点に帰ることであると思う．生命現象を説明する
だけでは，生命がすでにあるものとして出発する生物学諸分野と
なんら変わるところはない． 生命とは何か

という本質的な問

いに答え得るのは，生物物理学しかない．生命現象の革新的研究
手段の開発と応用のみならず，物質と生命の接点を探る研究，生
命を語るための物理学を創りだす研究をもっと活性化したい．ゆ
らぎの中で機能を発揮するという生体物質の特質を一般化し，基
礎研究から産業応用への道筋をつけることも，今後学会が考える
べき重要な課題である．これらの実現のために，生物物理学の体
系化と教育の場を創りだすことにも取り組むべきであろう．こう
考えると，上記批判は，次の 50 年の生物物理学への期待の大き
さを物語るものであると理解できるだろう．
片岡幹雄，Mikio KATAOKA
奈良先端科学技術大学院大学，教授
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解説

ヒダントイン輸送体に見る膜輸送機構の構造基盤
島村達郎
岩田 想

（独）科学技術振興機構ERATO岩田ヒト膜受容体構造プロジェクト / 京都大学大学院医学研究科分子細胞情報学
京都大学大学院医学研究科分子細胞情報学 /（独）科学技術振興機構ERATO岩田ヒト膜受容体構造プロジェクト

Transporters are suggested to transport the substrates across the membrane using the alternating access mechanism in
which the proteins have three functionally distinct conformational states, outward-facing, occluded and inward-facing.
The structures from a secondary active transporter Mhp1 were recently determined in three states of the alternating access mechanism. Comparison of the structures shows that the conformational changes between these states are achieved
by the rigid body movement of the four helices relative to the rest of the protein. The molecular basis of the alternating
access mechanism is likely to be common among the LeuT superfamily.
Transporter / Secondary active transporter / X-ray / Alternating access mechanism

1.

V 型 な ど の ATPase や ABC (ATP-binding cassette) 輸 送
はじめに

体，バクテリオロドプシンなどが含まれる．二次性能

われわれの体を構成する細胞は，脂質二重層からな

動輸送体は，一次性能動輸送体により形成された，細

る細胞膜により囲まれ，細胞外と隔てられている．そ

胞膜内外のイオンの濃度差のエネルギーを利用して，

のため細胞は，細胞膜を介して必要な物質を細胞内に

物質の輸送を行う輸送体である．チャネルはイオンを

取り込み，不要な物質を細胞外へ排出する必要があ

107 分子／秒もの高速で輸送できるが，輸送体が基質

る．疎水性の物質は，細胞膜を通って濃度の高い側か

を輸送する速度は，その 100 分の 1 以下である．これ

ら低い側へ移動することができるが，イオンや水溶性

は，チャネルが開いた際にはイオンの通る親水性の孔

物質などの極性分子は，疎水性の細胞膜を自由に透過

が細胞膜を貫通しているので次々にイオンが透過でき

できない．また，疎水性物質であっても，細胞膜を挟

るのに対し，輸送体では，物質の輸送を行うごとに基

んで濃度の低い側から高い側へ移動するにはエネル

質の通り道を開閉するような構造変化を伴うからであ

ギーが必要である．このようなことから生物は，細胞

る．このような輸送体に共通した輸送機構は，1966 年

膜上にチャネルやトランスポーター（輸送体）という

に Jardetzky により提唱され 1)，交互アクセス機構とよ

膜タンパク質をもち，膜を介した物質の取り込み／排

ばれている．交互アクセス機構とは，「輸送体は分子

出を行う．チャネルは，イオンを選択的に通す親水性

内部に基質の通る経路をもち，その経路の途中にある

の孔（pore）をもち，濃度の高い側から低い側へ受動

基質結合部位を細胞膜の両側に交互に開閉させること

的にイオンを透過させる．一方，輸送体では，受動的

で輸送を行う」というものである．そのため，たとえ

に基質を輸送するタイプ（促進拡散）と，各種のエネ

ば細胞内へ基質を取り込む輸送体では，細胞外から基

ルギーを利用して濃度の低い側から高い側へ能動的に

質を受け取る状態（外向き構造），基質を結合した状

物質を輸送するタイプが存在する．後者のタイプは能

態（閉じた構造），細胞内へ基質を放出した状態（内

動輸送体とよばれ，一次性能動輸送体と二次性能動輸

向き構造）という少なくとも 3 種類の中間体が存在す

送体にさらに分類できる．一次性能動輸送体は，ATP

ると考えられる（図 1）
．交互アクセス機構は，多く

の加水分解，光や酸化還元反応などから得られるエネ

の生化学的研究によって支持されているが，その機構

ルギーを利用して輸送を行う輸送体で，P 型，F 型，

を詳細に理解するには，各段階の中間体の構造情報が

Molecular Basis of Alternating Access Membrane Transport by the Sodium-hydantoin Transporter Mhp1
Tatsuro SHIMAMURA1 and So IWATA2
1
JST, ERATO Human Receptor Crystallography Project / Department of Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University
2
Department of Cell Biology, Graduate School of Medicine, Kyoto University / JST, ERATO Human Receptor Crystallography Project
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ヒダントイン輸送体の構造と輸送機構

Microbacterium liquefaciens 由来の Mhp1 は，核酸塩基―
陽 イ オ ン 共 輸 送 体 フ ァ ミ リ ー（Nucleobase cation
symport-1 (NCS-1) family）に属す二次性能動輸送体で，
細胞膜内外の Na イオンの濃度勾配のエネルギーを利
用して，アミノ酸関連物質であるヒダントインを細胞
外から細胞内へ輸送する 18)．われわれは，2008 年に
Mhp1 の外向き構造と閉じた構造を発表した 19)．ま
た，2010 年には，結晶化条件を変えることで内向き
構造の構造決定にも成功し 20)，Mhp1 は，1 種類の輸

図1
交互アクセス機構モデル．

送体において交互アクセス機構における基本的な 3 種
類すべての構造情報が得られている貴重な例となっ

必須である．ATP 類縁体により一定の状態に固定でき

た．以下に，これら 3 種類の中間体構造から明らかに

る一次性能動輸送体においては，数種類の中間体構造

なった Mhp1 の輸送機構について述べる．

が決定されており，基質の輸送時における輸送体の動
きが詳細に解明されている 2), 3)．また，二次性能動輸

3.

送体のなかでも，ペリプラズムに露出している水溶性

Mhp1 の基質輸送時の構造変化

ドメイン内に基質の輸送経路をもち，細胞膜とペリプ

Mhp1 の構造を図 2 に示す．Mhp1 は 12 本の膜貫通

ラズムの境界付近で基質を取り込み外膜タンパク質へ

へリックス（TM1-12）をもち，基質結合部位と Na

と転送する，大腸菌由来の多剤排出タンパク質 AcrB で

イオン結合部位は，TM1 と TM6 のヘリックス構造が

は，三量体の各プロトマーがそれぞれ異なる中間体と

細胞膜の中央付近でほどけている位置に，隣り合って

なっている立体構造が決定されている 4)．一方，細胞

存在する．これまでに構造が決定された輸送体では分

膜を隔てて基質を輸送するタイプの二次性能動輸送体

子内に対称性が見られることが多いが，Mhp1 におい

においては，1 種類の輸送体から複数の中間体構造を

ても分子内に疑似 2 回対称性が見られ，膜貫通へリッ

決定することが難しく，輸送機構の理解が遅れていた．

クスのうち N 末端側の 5 本（TM1-TM5）と次の 5 本
（TM6-TM10）が，類似の構造を保ちながら細胞膜の

2.

外側と内側に逆向きに配置されている（図 3）．そし

二次性能動輸送体の構造

て，後述するように，これらの 10 本のヘリックスが

二次性能動輸送体は，膜タンパク質の中で最も多く

基質の輸送に関与する．一方，C 末端の残りの 2 本の

見られるものの 1 つで，アミノ酸配列や機能によって

ヘリックス（TM11 と TM12）は基質の輸送には関与

多くのファミリーに分類されているが，多くのものは

せず，その役割はわかっていない．輸送機構に関与す

プロトンか Na イオンと共役して基質を輸送する．膜

る 10 本 の ヘ リ ッ ク ス 領 域（コ ア 構 造 と よ ぶ） は，

を隔てた輸送を行う二次性能動輸送体の立体構造とし

bundle motif（TM1, TM2, TM6, TM7）
，hash motif（TM3,





ては，H /Cl 交換輸送体のものが 2002 年にはじめて

TM4, TM8, TM9）
，残りの部分（TM5, TM10）に分け

発表された ．その後はラクトース輸送体 LacY ，グ

ると理解しやすい．bundle motif は，TM1 と TM2，お

リセロール 3 リン酸輸送体 GlpT 7)，多剤排出タンパ

よびそれらと疑似 2 回対称の関係にある TM6 と TM7

5)

6)





ク質である EmrD や EmrE ，Na /H 対向輸送体で

が 束 状（bundle） に な っ て い る こ と か ら こ う よ ぶ．

ある NhaA ，ヒトの神経伝達物質輸送体の細菌ホモ

hash motif は，TM3 と TM4，およびそれらと疑似 2 回

8)

9)

10)

ログ Glt

や LeuT ，小腸での糖の取り込みに関与

対称の関係にある TM8 と TM9 が，膜に平行な方向

するグルコース輸送体の細菌ホモログ vSGLT 13) など

（図 2a）から見ると # (hash) の形に見えるのでこうよ

の構造が発表され，現在ではさまざまなファミリーか

ぶ．そして，TM5 と 2 本の膜外ヘリックス（IN2-3,

ら 20 種類ほどの二次性能動輸送体の構造が発表され

OUT7-8）はこれら 2 つの motif をつなぎ，TM5 と疑

ている．このような輸送体では，交互アクセス機構に

似 2 回対称の関係にある TM10 は hash motif と輸送に

おける複数の中間体の構造決定を目指して研究が進め

関与しない領域（TM11 と TM12）をつないでいる．

11)
ph

12)

られてきたが，Glt

11), 14)
ph

やアミノ酸輸送体 AdiC

15)-17)

Mhp1 の外向き構造，閉じた構造，内向き構造にお

などにおいて 2 種類の中間体の構造が決定されている

ける基質の輸送経路（キャビティー）のようすを図 4

にすぎなかった．

に示す．外向き構造では，Na イオンが 1 分子結合し，
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図2
Mhp1 の内向き構造．
（a）膜に平行な方向から表示したもの．
（b）細胞内側から表示したもの．内向き構造では，基質と Na イオンは結合
していないが，参考のために閉じた構造における基質および Na イオンの結合位置を白で表示してある．
（c）Mhp1 の膜貫通ヘリックスの
トポロジー図．疑似 2 回対称性がわかるように表示してある．bundle motif を赤で，hash motif を黄色で，扉として働く TM5 と TM10 を青
で表示してある．文献 20 から転載．
（電子ジャーナルではカラー）

基質は結合していない．キャビティーは基質結合部位

（2）閉じた構造から内向き構造

から細胞外に向かって開いている．閉じた構造では，

この段階で大きな構造変化が見られる．hash motif



Na イオンと基質であるベンジルヒダントインが結合

全体が bundle motif に対して約 30 回転し，基質結合

し，基質結合部位は細胞膜の外側からも内側からも閉

部位が外側に向いた構造から内側へ向いた構造へと構

ざされている．内向き構造では，基質結合部位が細胞

造変化を起こす（図 5，矢印 B）
．このときの回転軸



内に向かって開いており，Na イオンも基質も結合し

は，ほぼ TM3 に沿っている．この回転により，細胞

ていない．

外側につながる経路が hash motif の TM3 と TM9 によ

われわれは，これら 3 種類の中間体構造を分子動力

り完全にふさがれる．その際に，細胞外で TM7 と

学計算などにより分析し，基質輸送時における Mhp1

TM8 をつなぐループ上に存在するヘリックス（O7-8）

の構造変化を考察した ．まず，外向き構造と内向き

も細胞外側に向かう経路をふさぐように動く（図 5，

構造を比較すると，分子全体の C 原子の位置の平均

矢 印 C）
． 反 対 に，hash motif の 残 り の 2 本 で あ る

2 乗偏差は 3.3 Å となり，輸送過程で大きく動いてい

TM4 と TM8 が動くことで，イオンおよび基質結合部

ることがわかる．一方，bundle motif と hash motif だけ

位が細胞内側へ開き，内側につながる経路が形成され

について計算すると，それぞれ 0.7 Å，0.9 Å となり，

る．また，TM5 の N 末端が細胞内側の扉として働き，

ほぼ一定の構造を保っている．このことは，2 つの

内側につながる経路を細胞内側にさらに広げる．

20)

motif が剛体として動くことで，基質輸送時の大きな

以上をまとめると，Mhp1 では bundle motif に対し

構造変化が引き起こされていることを意味する．な

て hash motif が大きく動くことで外向き構造から内向

お，コア構造に含まれない，C 末端の 2 本のヘリック

き構造へと変化し，それと共に膜内外の出入り口に存

ス（TM11 と TM12）については，C 原子の位置の

在する 2 個の扉が開閉して，物質の輸送が行われてい

平均 2 乗偏差が 0.9 Å となり，輸送時に構造変化を起

ることになる．

こ し て い な い こ と が わ か る． 次 に， 各 ス テ ッ プ の
Mhp1 の構造変化を見て行く．

4.

（1）外向き構造から閉じた構造
Mhp1 で は， 細 胞 外 に 通 じ る 経 路 は，TM1, TM3,

Na イオンと基質の共役
基質結合部位とイオン結合部位は，bundle motif と

TM6, TM8, TM10 に よ っ て 形 成 さ れ て い る（図 5）
．

hash motif に挟まれている（図 2b, 図 6）．外向き構造

外向き構造から閉じた構造への過程では，大きな構造

と 閉 じ た 構 造 で は，Na イ オ ン は TM1 上 の Ala38,

変化は見られず，細胞外から基質が結合するとともに

Ile41 および TM8 上の Ala309 の主鎖のカルボニル基，

TM10 の N 末端が扉のように働き，基質結合部位から

TM8 上の Ser312, Thr313 の側鎖と相互作用している．

外側につながる経路を部分的にふさぐ（図 5，矢印 A）
．

ベンジルヒダントインは 2 つの環状構造をもつが，閉
じた構造ではそれらが，TM3 上の Trp117 と TM6 上
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図4
Mhp1 の 3 種類の中間体におけるキャビティーのようす．文献 20
から転載．

役を考察する．細菌では，細胞外の Na イオン濃度は
図3
Mhp1 の分子内に見られる疑似 2 回対称性．コア構造を構成する
最初の 5 本のヘリックス（TM1-5）を青で，その次の 5 本のヘリッ
ク ス（TM6-10） を 赤 で 表 示 し た．TM6-10 を 約 180 回 転 さ せ，
TM1-5 に重ね合わせた．

細胞内に比べて非常に高い 21)．そのような環境下で
は，Mhp1 には Na イオンが先に結合し，より濃度の
低い基質はその後に結合すると考えられる．実際，ト
リプトファン蛍光の消光を用いて基質の結合定数を調
べると，ベンジルヒダントインの親和性は，Na イオ

の Trp220 の側鎖のインドール環と向き合って結合し

ン存在下では非存在下に比べ，約 16 倍上昇すること

ている．しかし内向き構造では，hash motif を構成す

がわかった 19)．これは Na イオンが結合することによ

る TM8 と TM3 が，bundle motif を 構 成 す る TM1 と

り，その近傍にある基質結合部位を構成する残基が基

TM6 から離れ，基質結合部位とイオン結合部位の構

質結合に適した構造へと変化することを示唆する．ま

造が壊れてしまっている．

た，先に基質が結合した場合でも，Na イオンの結合

上記のような構造変化から，Na イオンと基質の共

なしには基質の輸送は開始されないようである．とい

図5
基質の輸送過程における Mhp1 のコア構造の構造変化．上段：膜に平行な方向から表示．下段：bundle motif に対して hash motif が約 30 回
転する際の回転軸方向から表示．TM11, TM12 とループ部分は省いてある．bundle motif を赤で，hash motif を黄色で，扉として働く TM5
と TM10 を青で表示してある．文献 20 から転載．
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図6
閉じた構造と内向き構造における基質結合部位と Na イオン結合
部位．bundle motif を構成する TM1 と TM6 を赤，hash motif を構
成する TM3 と TM8 を黄色，閉じた構造での Na イオンを紫色，
ベンジルヒダントインの炭素原子を水色で表示してある．内向き
構造では，Na イオンと基質は結合していないが，参考のために
閉じた構造でのそれらの位置を白で示す．文献 20 から転載．
（電
子ジャーナルではカラー）

うのは，ベンジルヒダントイン存在下では非存在下に
比べ，Na イオンの親和性が約 8 倍上昇するからであ
る 19)．このように，Na イオンと基質の結合は強く共
役している．Na イオンと基質が結合すると，内向き
構造への構造変化が開始される．内向き構造では，基
質結合部位とイオン結合部位の構造が壊れるので，基

図7
LeuT スーパーファミリーに属す輸送体．コア構造を構成するヘ
リックスに色を付けた．NSS: Neurotransmitter-sodium symporter,
SSS: Sodium-solute symporter, BCCT: Betaine/choline/carnitine transporter, APC: Amino acid/polyamine/organocation transporter. 文 献
19 から転載．
（電子ジャーナルではカラー）

質と Na イオンは，細胞内へ放出される．

5.

LeuT スーパーファミリーの輸送機構
アミノ酸配列上も機能上もお互いにまったく関連性

のない 5 種類のファミリーに属す 7 種類の輸送体

と TM6 が，その柔軟性により曲がることで，外向き

（LeuT, vSGLT, Mhp1, BetP , CaiT , AdiC, Apc T ）に

構造と内向き構造の変化を起こすとされている 12), 26)．

おいても，Mhp1 で見られたコア構造が存在すること

また，FRET (Fluorescence resonance energy transfer) を用

が知られている（図 7）．これらでは，基質結合部位

い た 研 究 も こ れ を 支 持 し て い る 27)． し か し な が ら

も類似の位置に存在し，Na イオンが結合している

Mhp1 の構造変化を見る限り，TM1 と TM6 の構造は

4 種の輸送体（LeuT, vSGLT, Mhp1, BetP）では，イオ

変化していない．また，LeuT と同じファミリーに属

ン結合部位もほぼ一致する．7 種類の輸送体のなかで

すセロトニン輸送体を用いた研究でも，Mhp1 と同様

最初に構造決定されたものが LeuT であったことから，

に 4 本のヘリックス（TM1, TM2, TM6, TM7）の束と

これらを LeuT スーパーファミリーとよぶが ，保存

残りの部分が相対的に大きく動くことで外向き構造と

されているのはコア構造だけで，アミノ酸配列，基

内向き構造の構造変化が生じるとされている 28)．ま

質，共役するイオン，全体の膜貫通ヘリックス数，基

た，vSGLT の内向き構造と LeuT の外向き構造，AdiC

質を輸送する方向などには共通性がない．さらに，イ

の外向き構造と ApcT の内向き構造，BetP の閉じた構

オンとは共役しない CaiT のような例も存在する．こ

造と CaiT の内向き構造を比較しても Mhp1 と同様な

のようなことから，LeuT スーパーファミリーのコア

構造変化がみてとれる．このようなことから，細かい

構造は，一次配列上はまったく相同性のない，他の多

部分は輸送体ごとに異なるものの，Mhp1 の 3 種類の

くの輸送体でも保存されていると考えられている ．

構造を比較することで明らかになった輸送機構の基本

Mhp1 で見られた輸送機構は，LeuT スーパーファミ

的な部分は，LeuT スーパーファミリーで共通である

22)

23)

24)

20)

25)

リーに属する輸送体で共通なのであろうか？

と思われる．

LeuT

では，基質結合部位でほどけた構造をとっている TM1


目次に戻る
ヒダントイン輸送体の構造と輸送機構

6.

おわりに

輸送体はさまざまな臓器に存在し生命維持に必須な

6)

Abramson, J. et al. (2003) Science 301, 610-615.

7)

Huang, Y. et al. (2003) Science 301, 616-620.

8)

Yin, Y. et al. (2006) Science 312, 741-744.

9)

Chen, Y. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 18999-19004.

役割を果たしていることから，多くの医薬品の標的と

10)

Hunte, C. et al. (2005) Nature 435, 1197-1202.

なっている．LeuT スーパーファミリーにおいても，

11)

Yernool, D. et al. (2004) Nature 431, 811-818.

NSS ファミリーにはうつ病の，SSS ファミリーには糖

12)

Yamashita, A. et al. (2005) Nature 437, 215-223.

13)

Faham, S. et al. (2008) Science 321, 810-814.

14)

Reyes, N. et al. (2009) Nature 462, 880-885.

15)

Gao, X. et al. (2009) Science 324, 1565-1568.

16)

Fang, Y. et al. (2009) Nature 460, 1040-1043.

17)

Gao, X. et al. (2010) Nature 463, 828-832.

18)

Suzuki, S. et al. (2006) J. Bacteriol. 188, 3329-3336.

19)

Weyand, S. et al. (2008) Science 322, 709-713.

20)

Shimamura, T. et al. (2010) Science 328, 470-473.

21)

Harold, F. M. et al. (1996) Cellular and Molecular biology, 2nd ed.

22)

Ressl, S. et al. (2009) Nature 458, 47-52.

23)

Tang, L. et al. (2010) Nat. Struct. Mol. Biol. 17, 492-496.

24)

Shaffer, P. L. et al. (2009) Science 325, 1010-1014.

25)

Krishnamurthy, H. et al. (2009) Nature 459, 347-355.

26)

Singh, S. K. et al. (2008) Science 322, 1655-1661.

27)

Zhao, Y. et al. (2010) Nature 465, 188-193.

28)

Forrest, L. R. et al. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 10338-

尿病の，APC ファミリーにはがんの治療薬の標的と
なっているものが存在する．そのため LeuT スーパー
ファミリーの輸送機構を解明することは，創薬の面か
らも重要である．Mhp1 には，これまでに構造が決定
された中間体以外にも，基質やイオンの有無で分ける
とさらに多くの中間体が存在すると考えられる．今後
は，それらの中間体の構造を決定し，また，これまで
の構造をより高分解能で決定することで，さらに詳細

p. 293.

な LeuT スーパーファミリーの輸送機構の解明を目指
したいと考えている．なお，本稿で紹介した Mhp1 の
構造変化を動画にしたものが，文献 20 の Supporting
Online Material で公開されている．
謝

辞

10343.

本稿で紹介した研究成果は，英国インペリアルカ
レッジの岩田研究室，リーズ大学の Prof. Peter Henderson
研究室，オックスフォード大学の Prof. Mark Sansom 研

島村達郎（しまむら たつろう）
（独）科学技術振興機構 ERATO 岩田ヒト膜受容体
構造プロジェクト研究員
連絡先：〒 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
京都大学大学院医学研究科 A 棟 3 階
E-mail: t.shimamura@mfour.med.kyoto-u.ac.jp

究室，放射光施設ダイアモンドに所属する方々の協力
を得て行われたものである．ここに謝意を表します．
また，それらの一部は，日本学術振興会科学研究補助
金の支援を得て行われたものであり，ここに謝意を表
します．
文

島村達郎

岩田 想（いわた そう）
京都大学大学院医学研究科教授
連絡先：同上
E-mail: s.iwata@mfour.med.kyoto-u.ac.jp
URL: http://cell.mfour.med.kyoto-u.ac.jp

献

1)

Jardetzky, O. (1966) Nature 211, 969-970.

2)

Hollenstein, K. et al. (2007) Curr. Opin. Struct. Biol. 17, 412-418.

3)

Toyoshima, C. (2009) Biochim. Biophys. Acta 179, 941-946.

4)

Murakami, S. et al. (2006) Nature 443, 173-179.

5)

Dutzler, R. et al. (2002) Nature 415, 287-294.

岩田 想

解説



目次に戻る
生物物理 51（1）
，010-013（2011）

総説

ピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分光法でみた
タンパク質分子の光反応応答
水谷泰久，水野

操

大阪大学大学院理学研究科

Time-resolved resonance Raman spectroscopy is able to provide site-selective information on protein dynamics. In this review, we will
describe our apparatus of picosecond time-resolved ultraviolet resonance Raman spectroscopy and recent application to protein dynamics
of bacteriorhodopsin.
protein dynamics / resonance Raman spectroscopy / time-resolved spectroscopy

1.

タンパク質の機能と動的性質との関係を理解するた

はじめに

めには，幅広い時間帯にわたり一貫した手法でダイナ

生命現象はダイナミックである．そのダイナミズム

ミクスを観測することが重要である．著者らは時間分

の源泉は，生体分子のダイナミクスにある．タンパク

解共鳴ラマン分光法を使って種々のタンパク質のダイ

質は生命現象を支える多くの化学反応で働く分子であ

ナミクスを観測する研究を行っている．時間分解振動

り，そのダイナミズムを生みだす中心といえるだろ

分光法において，ナノ秒以降の時間領域については，

う．したがって，タンパク質のダイナミクスを明らか

その観測技術は確立し，ダイナミクスの理解も進んで

にすることは，その機能発現機構，さらには生命現象

いる．しかし，機能発現の初期過程であるサブピコ秒，

に対するわれわれの理解を深める．

ピコ秒の時間領域は，観測技術も未開拓で，ダイナミ

タンパク質のダイナミクスの特徴は，サブピコ秒か

クスの知見も少ない．著者らは，観測のフロンティア

ら秒まで幅広い時間帯に及んでいるという点であ

を早い時間帯に押し広げたい，そして，変化の初期過

る 1)．また，空間スケールにおいても，サブオングスト

程から，機能発現に直接かかわるマイクロ秒，ミリ秒

ロームから数十オングストロームの幅広い領域に振幅

の過程に至るタンパク質ダイナミクスの全過程を観て

をもつ運動がみられる．さらに興味深い点は，このよ

みたいという欲求から，ピコ秒の時間分解能をもった

うに幅広い時間スケール，空間スケールのダイナミク

共鳴ラマン分光装置の開発に取り組んできた．その結

スが互いに連動している点にある．このことは，連動

果，紫外共鳴ラマン分光，可視共鳴ラマン分光ともに，

性が機能発現の鍵になっているという点において重要

安定で高感度な分光装置を製作するに至っている 2), 3)．

である．アロステリーはその典型例であろう．タンパ

そして，これらの装置を用いた研究から，タンパク質

ク質には，外部摂動を受ける部分，すなわち機能発現

ダイナミクスに関する新しい知見が得られつつあ

のスイッチ部と，機能に直接かかわる部分，すなわち

る 4)-12)．本稿では，ピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分

機能発現の作動部がある．スイッチ部に起きる変化は，

光実験装置とそれを用いた最近の研究成果を紹介する．

タンパク質の構造変化を誘起し，作動部の性質を制御
する．スイッチ部と作動部とが巧みに連動しているこ

2.

とが，タンパク質にとって機能することの鍵である．

時間分解共鳴ラマン分光法

連動性をもつことは分子として自明の理ではない．分

共鳴ラマン分光法は，ラマン散乱励起の光子エネル

子内で，なぜ複数の素過程がうまく連動しているのか

ギーと電子遷移エネルギーの大きさが接近することに

を明らかにすることは，分子と生命現象の理をつなぐ．

よって，散乱光強度が 104-106 倍強くなる現象（共鳴

Protein Response to Photoreaction Probed by Picosecond Time-resolved Ultraviolet Resonance Raman Spectroscopy
Yasuhisa MIZUTANI and Misao MIZUNO
Graduate School of Science, Osaka University
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効果）を利用した振動分光法の一種である．タンパク

プローブ光との時間差を制御する．ポンプ光とプロー

質に共鳴効果を適用すると，分子内の特定の部位のみ

ブ光とを空間的に重ねて，タンパク質試料溶液に，分

を選択的に観測することができる．たとえば，Trp，

光器側から見て後方 45 度の方向から集光する．試料

Tyr，Phe，His といった芳香環を側鎖にもつアミノ酸

からのラマン散乱光を主分光器により分散し，CCD

は，紫外領域に吸収帯をもつ．このため，210-240 nm

検出器によって検出する．以上が装置の概略である．

の紫外光をラマン散乱励起に用いることによって，こ

ここには 3 つの工夫点がある．1 つは，安定かつ広

れらのアミノ酸の側鎖芳香環に由来する振動スペクト

範囲に波長可変なポンプ光，プローブ光の発生であ

ルを選択的に観測できる ．スペクトルからは，タン

る．本システムでは，レーザー出力から種々の非線形

パク質内における残基周辺の環境変化に関する情報が

光学効果による波長変換によって，調べたいタンパク

得られる．また，ペプチド結合は，アミド振動とよば

質に最適な波長のプローブ光およびポンプ光を十分な

れるいくつかの振動モードを示す ．200 nm 付近の

強度で得る．プローブ光については，芳香族アミノ酸

深紫外光を用いることによって，これらの振動バンド

側鎖およびペプチド結合に由来する振動バンドを共鳴

や  炭素に結合した水素原子の面内変角振動モード

増大して観測できるよう，波長 206–247 nm の範囲で

に起因するラマンバンドを選択的に観測でき，ここか

連続波長可変な紫外光を，安定で十分な出力（試料位

ら二次構造に関する情報を得ることができる ．本稿

置において，0.5 J/パルス以上）で得られることが特

では詳しく述べないが，さらにタンパク質がヘム，レ

徴である．また，光反応中間体を高効率で生成するた

チナールなど可視領域に吸収をもつ補欠分子族を含む

めには，プローブ光発生用の波長変換とは独立に，可

場合は，可視共鳴ラマンスペクトルから，これら補欠

視光を吸収するさまざまな補欠分子族に対して，ポン

分子族の分子構造に関する情報を得ることができる ．

プ光の波長を吸収極大付近に合わせる必要がある．筆

13)

14)

15)

16)

以上のように，共鳴ラマン分光法は，タンパク質の

者らのシステムでは，図 1 の斜線部に変換波長に応

特定の部位について，シャープな構造情報を与える．

じて種々の非線形光学素子を設置し，可視光のほぼ全

この特色を，ポンプ・プローブ法を用いた時間分解測

波長領域でポンプ光を発生させることが可能である．

定と組み合わせることにより，サブピコ秒からミリ秒

これにより，さまざまな色素タンパク質の光応答によ

にわたる広範囲なタンパク質ダイナミクスを観測する

る構造変化の高感度追跡が可能になった．

ことが可能になる．この方法では，光化学反応を開始

2 つ目の工夫点は，試料からの光に含まれる不要な

するためのパルス光（ポンプ光）
，共鳴ラマンスペク

成分の効率的な除去である．タンパク質の良質な紫外

トルを測定するためのパルス光（プローブ光）を，時

共鳴ラマンスペクトルを得るためには，試料からのレ

間差をつけて照射し，反応開始後のスペクトル変化を

イリー散乱光や蛍光などによる迷光を最大限に除去

観測する．

し，ラマン散乱光の強度ロスをできるだけ最小限にと

ピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分光計

3.

タンパク質の構造変化はスペクトル変化に反映され
る．構造変化を詳しく調べるには，ラマンスペクトル
の微小変化を高感度に検出することが求められる．こ
こでは，高感度かつ良質なスペクトルを得るために，
筆者らが開発・改良を行ってきたピコ秒時間分解紫外
共鳴ラマン分光計を紹介する．紙面の都合上，時間分
解可視共鳴ラマン分光計については，他の文献 16) に
譲る．
図 1 に分光計の概略図を示す．光源には，ピコ秒チ
タンサファイア再生増幅システム（波長 778-820 nm，
パルスエネルギー〜 800 J/パルス，パルス幅〜 2 ps，

図1
ピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分光計の概略図．LBO  四ホウ酸
リチウム（Li2B4O7）結晶，BBO  ベータホウ酸バリウム（-BaB2O4）
結晶，BS  ビームスプリッター，DM  ダイクロイックミラー，
ND  ND フィルター．

繰り返し周波数 1 kHz）を用いている．この出力を波
長変換法することによって，ポンプ光，プローブ光を
発生する．ポンプ光の光路には光学遅延路を配置し，
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どめる必要がある．このため，光透過率が高いプリズ

反応によるスペクトル変化を差スペクトルで示してい

ムを用いた前置分光器を設計・製作し，これをシング

る（各図，中段，下段のスペクトル）．これらのスペ

ル分光器の直前に配置し，プレフィルターとして使用

クトルに見られるバンドは，構造変化した Trp および

している．

Tyr 残基に由来する．

3 つ目の工夫点は試料系である．パルスレーザーを

プローブ光 225 nm の条件では，Trp 残基の振動バン

用いた時間分解共鳴ラマン測定では，繰り返しのパル

ドが強く観測された．時間分解差スペクトルが負のバ

スが常にフレッシュな試料に当たるよう試料溶液をフ

ンドを示したことから，明順応状態に比べ反応中間体

ローさせる必要がある．筆者らは図 1 に示すフロー装

では，Trp 残基のバンド強度が減少することがわかっ

17)

置（ワイヤガイドノズル法 ）を用いている．上部の液

た．強度変化は Trp 残基周辺の疎水性の変化に帰属で

溜めにある試料は，重力により 2 本のワイヤ間を落下

きる．強度変化の一例として，1555 cm1 に現れる W3

し均質な液膜を形成する（図 1 中の挿入写真）
．下部に

バンドの強度の時間変化を図 3 に示す．Trp 残基のバ

流れた溶液は，ポンプにより送液され，再び液溜めに

ンド強度は，①光励起に伴い減少する，② 30 ps の時

戻る．溶液の循環により，少量のタンパク質試料の繰

定数で回復する，③ 1000 ps まで一定である，という

り返し測定を行うことができる．本装置における 1 回

ふるまいを示した．このことから，タンパク質部分に

のデータ積算に必要な試料量は，最少で 6 mL である．

は，30 ps の時定数を示す構造変化があることが明ら
かになった．これは，BR についてピコ秒領域のタン

4.

パク質の構造変化をとらえたはじめての例である．

タンパク質の構造ダイナミクス

プローブ光 238 nm の条件では，Tyr 残基のバンド

著者らは最近いくつかのタンパク質について，ピコ

強度が相対的に大きく観測された．時間分解差スペク

秒時間分解紫外共鳴ラマン分光法を用いて，補欠分子

ト ル に は，Trp，Tyr 残 基 の 両 方 の 変 化 が み ら れ た．

族の光化学反応に伴うタンパク質の構造変化を調べ

W3 バンドには波数シフトを意味する微分形の差スペ

た．ここではバクテリオロドプシン（BR）について

クトルが，Y9a バンドには強度変化を意味する差スペ

の最近の成果

11)

を概説する．他のタンパク質の成果

については既報 6), 7), 9), 10) を参照されたい．
BR は，高度好塩菌の紫膜中に含まれる光駆動型プ
ロトンポンプである．発色団の光異性化がトリガーと
なって，タンパク質部分の構造変化が起こり，これが
方向性をもったプロトン移動を引き起こす．この機構
を理解するためには，タンパク質の構造ダイナミクス
を，特に発色団の異性化に連動したダイナミクスを明
らかにする必要がある．発色団の構造ダイナミクスに
ついては，これまで数多くの研究例がある．一方で，
タンパク質部分の初期過程を，室温において実時間で
調べた例は少ない．著者らは，時間分解共鳴ラマン分
光法によって，タンパク質部分のピコ秒ダイナミクス
を捉えることに成功した．
図 2 に，発色団の光異性化に伴う BR のピコ秒時間
分解紫外共鳴ラマンスペクトルを示す．図 2a は波長
225 nm，図 2b は波長 238 nm のプローブ光で測定し
たものである．明順応状態の紫外共鳴ラマンスペクト
ル（各図，上段のスペクトル）には，BR 中に含まれる
8 個の Trp 残基と 11 個の Tyr 残基の寄与が含まれてい
る．各バンドには，波数とあわせて原田ら 13) によっ
て帰属されたモード名を記してある．W，Y で始まる

図2
BR のピコ秒時間分解紫外共鳴ラマンスペクトル．プローブ光の波
長（a）225 nm，
（b）238 nm．文献 11 の図を改変．

ものはそれぞれ Trp，Tyr のモードで，続く数字は振
動モードの番号を表わす．時間分解スペクトルは，光
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ダイナミクスが明らかになりつつある．知見の蓄積
は，複数の部位がどのように連動し機能しているのか
を理解するための基盤を与えるだろう．タンパク質の
ダイナミクスは分子の特徴としても面白く，また生命
現象を支える要素としても重要である．分子科学と生
物物理学をつなぐ研究課題として，両分野の発展に少
しでも貢献できればと考えている．
謝

辞

本稿で述べた BR の研究は，神取秀樹氏，柴田幹大

図3
W3 バンド強度の時間変化．プローブ光の波長 225 nm．

氏，山田純也氏（名工大）との共同研究である．忍耐
強い継続的な試料提供と有意義な議論に深く感謝する．

クトルが観測された．これらはそれぞれ，Trp 残基の

文

側鎖配向の変化，Tyr 残基の水素結合変化に帰属でき

1)

る．W3 および Y9a バンドの変化は，5 ps と 100 ps の

2)
3)
4)
5)

スペクトル間で大きな違いがなかった．一方，W16
および W18 バンドは，5 ps では変化がなかったのに
対し 100 ps では負の強度を示した．また，Y8a バンド
は，5 ps で大きく負の強度を示したのに対し，100 ps

6)
7)
8)
9)
10)
11)

では消失した．このようなスペクトル変化の異なる時
間挙動は，Trp，Tyr 残基それぞれについて，複数（少
なくとも 2 つ）の残基が初期の構造変化にかかわって
いることを示唆している．

12)
13)

図 2b に示した 100 ps のスペクトルは，ナノ秒時間
分解測定で観測された KL 中間体の紫外共鳴ラマン差
スペクトルに類似している 18)．これをもとに，100 ps

14)
15)

のスペクトルを KL 中間体に，5 ps のスペクトルを K
中間体に帰属した．したがって，時定数 30 ps のタン

16)
17)
18)

パク質の構造ダイナミクスは，K 中間体から KL 中間
体への構造変化を表していると考えられる．観測され
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たスペクトル変化はレチナール近傍に存在する残基の
変化に由来すると考えられ，結晶構造との比較からス
ペクトル変化を示す残基が推定された．示唆された構
造変化は，異性化したレチナールとの接触による Trp
の側鎖配向の変化，シッフ塩基の変位による水素結合
ネットワークの構造変化，Trp 周辺の疎水性の変化な

水谷泰久

どである．議論の詳細については最近の論文 11) を参
照されたい．現在著者らは，神取秀樹氏（名工大）
，
須藤雄気氏（名大）と共同で，他のレチナールタンパ
ク質にも本手法を適用し，これらのダイナミクスの共
通性，多様性を調べている．

5.

おわりに
水野 操

ピコ秒時間分解紫外共鳴ラマン分光法により，補欠
分子族の構造変化に連動した，タンパク質部分の構造
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総説

細胞の力学知覚の物理メカニズム
水野大介，中益朗子

九州大学理学研究院

Cells actively probe mechanical properties of their enviroment by exerting internally generated forces. The response they encounter profoundly affects their behavior. Here we measure in a simple geometry the force a cell exerts suspended by two optical traps. Our assay
quantifies both the overall force and the fraction of that force transmitted to the enviroment. We found that the force transmission is
highly dependent on the ratio between internal and extrernal compliance. Since the transmitted force is detected at the mechano-sensor
located at cell membrane, our results suggest cells measure the mechanical properties of their environments using their own stiffness as a
standard.
Microrheology / Cellular mechano-sensing / Force transmission / Active cytoskeleton / Mechanical adaptation / Mechano-taxis

1.

上で培養された幹細胞は骨細胞（硬い骨の内部に存在

細胞による力学知覚

してネットワークを形成している細胞）に分化するこ

細胞は，周囲の環境と情報を交換することでその性

とを発見した（図 1b）3)．これらの発見はいずれも細

質を調べ，生体内の適切な時・場所において必要な役

胞が何らかの方法で自らの周囲の力学環境を計測・知

割を果たしている．従来，細胞と周囲環境との間の情

覚していることを明瞭に示している．このような細胞

報伝達メカニズムとしては，細胞内部あるいは細胞間

の能力は 力学知覚 （メカノセンシング）とよばれる．

での生化学的な信号変換過程が注目されて研究されて

真核の動物細胞は細胞膜上に存在する焦点接着斑と

きた．一方で多くの動物細胞が，細胞外の物質や自分

よばれる（インテグリンを中心とする）多数のタンパ

以外の細胞と接着し，互いに力学的な相互作用を及ぼ

ク質からなる複合体構造を通して，細胞外部ではコ

しあっている．そして，接着が阻害された細胞は，ほ

ラーゲンやファイブロネクチンなどの細胞外基質，内

とんどの場合増殖することができずに死滅してしまう．

部では細胞骨格のネットワーク（アクチン）に結合し

最近になって，細胞は周囲の環境の化学的な性質だ

ている．焦点接着斑は加えられた力を検出するメカノ

けでなく，力学的な性質にも依存して自らの振る舞い

センサーであり，この部分に外力が加わると細胞骨格

（分化，成長，運動，物質生産など）を決定すること

や接着構造の増強がおこる（図 1c）4)．その結果，近

が明らかになってきた ．たとえば，ペンシルバニア

隣の細胞骨格や接着構造が変化し，細胞の硬さや細胞

大学の P. Janmey らは，硬さの異なるゲル上でアクチ

外基質への接着力が増大する．

1)

ン繊維が GFP でラベルされた細胞株の培養を行った．

外部から細胞に加えられた力を検出するタイプの力

その結果ずり弾性率が数 kPa より硬いゲルの上で培養

学知覚のメカニズムが，直感的にも理解しやすくある

された繊維芽細胞は，ストレスファイバーを形成して

程度解明が進んでいるのに対して，自らの周囲環境の

硬くなり，かつゲルによく接着して扁平な形状を呈す

力学的性質を検出するタイプの力学知覚のメカニズム

ることを発見した（図 1a） ．他方，より柔らかいゲ

を想像することは難しい．細胞はいかにして周囲環境

ル上で培養された細胞は柔らかいままで，ゲルへの接

の力学特性を計測しているのだろうか？

2)

着が弱く比較的丸まった形状を保っている．また，
D. Discher らも同様の手法で間葉系の幹細胞を硬さの

2.

異なるゲル上で培養した結果，柔らかいゲル（1 kPa
以下）上ではニューロンに，中間的な硬さ（〜 10 kPa）

マイクロレオロジーによる細胞の力学計測
この疑問に応えるために，筆者らは細胞に接着させ

をもつゲル上では心筋細胞に，そしてさらに硬いゲル

たコロイド粒子を用いたマイクロレオロジー計測を

Exploring the Physical Calibration Mechanism for Cellular Mechano-sensing
Daisuke MIZUNO and Akiko NAKAMASU
Div. Exact Sciences, Kyushu University
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図2
active or passive マイクロレオロジー．
（a）マイクロレオロジーに
は力を加えて応答を観測する active なものと，単に熱ゆらぎを観
察する passive なものがある．
（b）細胞は AMR，PMR どちらを利
用しているのであろうか？ （c）細胞は牽引力を生み出すことで，
active に周囲の環境の力学物性を測っていると考えられる．
（電子
ジャーナルではカラー）

の 相 関（ C ( ) º≡
図1
細胞の力学知覚と力学適応の例．細胞は，外部環境の硬さを検出
することで（a）自らの硬さを適応させ，
（b）分化能力を調整し，
また，（c）外部からの力学刺激に応答する．図（a）
（c）
はそれぞれ
文献 2-4 から許可を得て転載．（電子ジャーナルではカラー）

ò∫

¥∞

-−¥∞

u1 ( t ) u2 ( 0) exp( it ) dt = u1 ( ) u2* ( ) ：

クロスパワースペクトル，* は複素共役を表す）を計
測し，揺動散逸定理 A12()  C()/2kBT を介して応
答関数の虚部 A12 を求める．揺動散逸定理が成り立つ
平衡状態においては，AMR および PMR を用いて計測
した応答関数は完全に一致する．それに対して揺動散

行った．具体的には基盤との接着を阻害することで単

逸定理が成立しない非平衡状態では，PMR によって

純な球状を保持させた細胞の両側にファイブロネクチ

測定される粒子の運動には，熱的なゆらぎと（細胞の

ン（細胞接着を誘導する）でコートしたコロイド粒子を

生成した力などによる）非熱的なゆらぎが両方含まれ

接着させ，これらを光トラップすることで細胞の力学

る．つまり，A12()  C12()/2kBT であり，両者の差

特性と牽引力の両者を計測した（図 2a）
．マイクロレオ
Pact = C12 -−

ロジー（MR）とはコロイド粒子の運動から周囲の媒質
の力学的な性質を求める手法の総称であり，大きく分

2kBTA12"


（1）

けて active マイクロレオロジー（AMR），passive マイク

が，系の非平衡状態の強さ（ここでは，細胞の力生成

ロレオロジー（PMR）の 2 種類に分けられる 5)．AMR

の強さ）を示す指標となる 6), 7)（後述の通り）．

では，一方のコロイド粒子に外力 f1() を加え，もう

物質のミクロな力学応答を計測するためには，AMR

一方の粒子の変位 u2() を計測することにより，応答

あるいは PMR のどちらかの手法を用いる必要がある．

関数 A12()  u2/f1 を直接求める．それに対して PMR

筆者は，細胞が PMR を利用する（＝媒質の粘性的応

では外場を加えずに 2 つのコロイド粒子のゆらぎ

答に比例する熱的な揺動力を計測して，周囲環境の弾
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図3
細胞に 2 つの粒子を付着させたマイクロレオロジー．この実験で
は（a）粒子の動きから細胞による牽引力が観察され，これがバラ
ンスしていた．
（b）AMR と PMR から求まる応答関数．低周波域
で揺動散逸定理の破れ（FDT violation）が見られる．

図4
細胞の力生成と実験系のモデリング．
（a）光トラップ強度を変え
た際の Pact のグラフ．
（b）0.19 Hz の Pact（●）および FF *（○）
を光トラップ強度に対してプロットしたグラフ．（c）実験結果を
説明するシンプルな静的力学モデル．

性を計算する）適当なメカニズムを思いつくことがで
きない．他方で，あらゆる生細胞は内部で収縮的な力
を発生させ 8)，その収縮力の一部がメカノセンサーで
ある焦点接着斑を介して周囲環境に牽引力として伝達
する．もし細胞が収縮力を利用して AMR 計測を行っ

るにつれて，揺動散逸定理の破れはグラフの右上方向

ているのであれば，細胞収縮力に対する細胞自身と周

にシフトし，非平衡度が増加しているように見える．

囲環境の力学的応答を調べることは，細胞の力学知覚

そこで低周波（0.19 Hz）における揺動散逸定理の破
れ量を横軸光トラップ強度に対してプロットした

のメカニズムを解明するうえで本質的に重要である．

（図 4b ●）．

まず，われわれは外力を与えずにコロイド粒子に加
わる力を求めた（PMR）．それぞれの粒子に加わる力

こうした揺動散逸の破れの挙動は，図 4c に示す簡

は図 3a の通り大きくゆらいでいるが，足し合わせる

単なモデルで理解することができる．ここで真ん中の

と 0 となっている．これは体操競技の吊り輪を思い起

ばね k12 は細胞の硬さである．F および F は細胞が生

こすと簡単に理解できる．細胞は片方の粒子を引っ張

み出した全細胞力であり，熱的な揺動力は無視する．

るとき，もう片方の粒子も同じ力で引っ張らなければ

2 つの粒子に対する運動方程式は，F  ku1  k12(u1  u2)

ならないからである．計測された力は細胞が生み出し

 ku2  k12(u1  u2) であるから，F  (k  2k12)u1, u1  u2

たものと熱的な揺動力の和であるが，微小な熱的揺動

である．細胞が周囲環境（ここでは光ポテンシャル）

力には力のつりあいは必要ではない．

に及ぼす牽引力は ku1, ku2 とであるから，牽引力と
全細胞力の間の関係は，モデルの力学パラメータを

さらに AMR，PMR を用いて計測した応答関数に

用いて

は，図 3b に示す通り低周波数域で，両者の間に顕著
な違いが見られた．つまり細胞が自発的に力を生み出

-−k 2 u1u2* = -−k 2 Pact ( ) =

した結果生じた非平衡状態を，揺動散逸定理の破れと
して計測できている．今回，細胞が 2 つの粒子をそれ

k2
*
2 FF
(k + 2k12 )

（2）

ぞれ同じ（ただし逆方向の）力で牽引しているために，

と表すことができる．図 4b の実線は，全細胞力 FF *

粒子の運動には負の相互相関が生じている．そのた

が光トラップ強度 (k) には依存しないことを仮定した

め，揺動散逸定理も負の方向に破れている．

あてはめ曲線である．測定時間内では細胞は硬さをあ
まり変化させないため，得られた当てはめパラメータ

3.

(k12) は，直接 AMR により計測した結果とよく一致した．

細胞による力生成と周囲環境への伝達

さらに，力学パラメータの時間依存性も考慮した厳

この揺動散逸定理の破れから，細胞が生み出してい

密な解析を行うことで，全細胞力（図 4b ○）を一定

る全細胞力（収縮力）と，そのうちコロイド粒子に対

値と仮定せずに MR データから求めることができる

する牽引力として周囲環境に伝達された成分の両方が

*
（ただし，MR 計測を k 2 Pact / FF 以下の誤差で実行で

定量的に求められる 9)．（1）式で表される揺動散逸定

きる領域に限る．導出の詳細は文献 7 を参照）
．その

理の破れの絶対値 (k2Pact()) を光トラップ強度 k を変

結果全細胞力は光トラップ強度にはあまり影響されな

化させて計測した結果が図 4a である．k を増加させ

いとした前述の仮定に矛盾しないことが確認された．
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全細胞力のうち，周囲環境へ伝わるのが牽引力で，残
りは細胞が自分自身を歪ませることに使用されている．
本稿の前半部で論じたとおり，細胞に加えられた力
を検知するメカノセンサーは，細胞と細胞外基質の境
界である細胞膜上の細胞接着斑とよばれるタンパク質
複合体である．図 1c に示す通り，このメカノセンサー
は外部から加えられた力学刺激に応答して成長し，基
質への接着力を増すとともに周辺の細胞骨格構造を増
強させる 4)．このメカノセンサーに細胞内部で生成さ
れた力が加えられたときにも，同じ応答が生じること
が期待できる．このとき，メカノセンサー部位には，
細胞が作り出したすべての力が加えられるのではなく，
細胞の変形に使われる分を差し引いた細胞外に伝達さ

図5
メカノタクシスの物理モデル．
（電子ジャーナルではカラー）

れる成分が牽引力となって加えられると考えられる．
牽引力成分は光トラップ力に強く依存するので，メ
カノセンサーに伝わる力は光トラップ力に強く依存す

まとめ

5.

る．ここで私たちの計測法における光トラップ強度は，
生体内部における細胞にとっての細胞外基質の力学特

今回得られた結果は，細胞が自らの力学的な特性を

性に相当することに留意して欲しい．つまり，細胞自

「ものさし」として利用して，周囲環境の硬さ・柔ら

身よりも細胞外基質のほうが硬いとき，細胞が自ら生

かさを測っていることを強く示唆している．細胞は自

み出した力はメカノセンサーに効率的に伝搬する．

らが生成した力のうち，牽引力として外部に伝達する
成分を検出することで，周囲環境の力学的性質を計測

4.

している．

力学知覚の物理メカニズム

文

したがってわれわれの提案する力学適応（図 1a）
の物理モデルはきわめて単純である．まず，細胞が接
着初期において細胞外基質よりも柔らかいと，界面の
メカノセンサーが細胞の作り出した力を鋭敏に検出す
る．その結果誘導される細胞内信号変換過程によりス
トレスファイバーが作り出されて細胞が硬くなってゆ
く．そして細胞が十分に硬くなると，メカノセンサー
に力が伝達されにくくなるためにセンサーが off 状態
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な動作機序を説明することもできる（図 5）．メカノ
タクシスとは，細胞が周囲媒質の硬い側に遊走してゆ
く現象である 10)．細胞が硬さの勾配がある部位に接着
すると，硬い側に生成した接着斑には牽引力が効率的
に伝搬するために，接着斑が成長し接着力を増す．焦
点接着斑に結合したアクチンを主体とする細胞骨格

水野大介

は，より安定した足場を得るために，細胞先端部がア
クチンの重合にともない進展してゆく．それに対して
柔らかい側には力が伝わらないために焦点接着斑が成
長することができない．細胞内部環境は常にゆらいで
いるため，弱い側にできた接着部位はいつか引きはが
されて消失してしまう．

中益朗子
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総説

mRNA絶対定量法によって明らかにされた長期記憶時の
転写調節因子CREBの増減
定本久世，伊藤悦朗

徳島文理大学香川薬学部

The transcription factor, cAMP response element binding protein (CREB), is involved in formation of long-term memory in the brain of
many species. There are at least two different isoforms of CREB: the activator isoform (CREB1) and the repressor isoform (CREB2). By
use of quantitative real-time PCR, we succeeded in determining CREB1 and CREB2 mRNA copy numbers in the single neuron that
plays a key role in the associative learning of the pond snail Lymnaea stagnalis. Further, we characterized the spliced variants of CREB1
mRNA and analyzed the relation between the learning behavior of snails and the expression pattern of these CREB1 mRNA variants in
the brain of the learned snails. We here discuss the function and the quantitative changes in CREB isoforms and variants of the snail
brain in long-term memory.
associative learning / CREB / quantitative PCR / single-cell analysis / snail / spliced variant

1.

異なるが，不思議なことに，長期記憶を作る「分子メ

はじめに

カニズム」は種を越えてとてもよく似ている．本稿で

動物は経験によって「学習」し，行動を変化させる．

は，個体―細胞―分子といった生物学的な階層性を通し

また，学習を「記憶」として保持することで行動変化

た 長 期 記 憶 を 作 る 仕 組 み と と も に， 転 写 調 節 因 子

を持続させることができる．たとえば，何を食べれば

CREB を含む分子メカニズムについて紹介したい．

栄養が豊富であり，毒物を食べないですむか？どうす
れば配偶者とめぐり会えるか？そしてどうやって子育

2.

てをすれば安全なのか？など，経験に基づく学習と記

軟体動物モノアラガイの学習・記憶

憶は，個体の生存と種の保存のためのストラテジーと

生物学的に「系」として複雑なほ乳類では，階層性

して使われる．一般的に，学習や記憶は「生得的」な

を通した研究はほぼ不可能である．そこでわれわれ

能力と「習得的」な経験との相互作用によって形成さ

は，脳の構造は単純だが，比較的高度な学習が可能な

れると考えられている ．

軟体動物腹足類ヨーロッパモノアラガイ（Lymnaea

1)

記憶の分類としては Squire による分類がよく知られ

stagnalis）を用いて研究を進めてきた（図 1）4)-6)．モノ

ている 2)．簡単に説明すると，記憶の保持時間によっ

アラガイは「味覚嫌悪学習」という連合学習を習得し，

て短期記憶と長期記憶におおまかに分けられる．たと

長期記憶を形成する．味覚嫌悪学習とそれに続く長期

えば「短期記憶」は数分から数時間続く記憶であり，

記憶はヒトやラットのようなほ乳類でももちろん成立

生物学的な性質としてはニューロン（神経細胞）のイ

する．たとえば子どものころアイスクリームを食べて

オンチャネルがリン酸化されてコンダクタンスが変化

お腹を壊し，その後，大人になってもアイスクリーム

するなど，一過的に分子や細胞膜が生化学的・生理学

の味を嫌うというのは味覚嫌悪学習であり，その長期

的な変化をするだけにとどまる．一方，長期記憶とは

記憶が形成された結果である．モノアラガイの場合は

24 時間以上，場合によっては一生にわたり保持され

ショ糖（甘くて生得的に嗜好性のある食べ物）のあと

る記憶である．長期記憶が成立するためには新規の遺

に，塩化カリウム（忌避性のある物質）を与えると

伝子発現が起こり，その結果，新規タンパク質の合成

ショ糖を食べなくなってしまう．われわれは，モノア

が起こることが必要である 3)．動物種や学習系によっ

ラガイの味覚嫌悪学習について行動解析を行い，その

て，表現形である個体行動や，必要となる神経細胞は

学習行動が 1 ヵ月以上の長期記憶として保持されるこ

Quantitative Changes in CREB Isoforms and Variants of the Snail Brain in Long-term Memory
Hisayo SADAMOTO and Etsuro ITO
Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University
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図1
淡水性巻貝であるヨーロッパモノアラガイ（殻長約 20-25 mm）．
（電子ジャーナルではカラー）

図2
CREB1 と CREB2 の作用機序を示した細胞内模式図．外の枠は細胞
膜，中の枠は核膜を表す．PKA はプロテインキナーゼ A，CRE は
CRE 配列．Early と Late は遺伝子が発現してくる時間的な順番を表
している．その発現産物の候補は多く示唆されているが，われわ
れの系では完全に同定されていないので「？」と書いておく．（電
子ジャーナルではカラー）

とを見いだした．その後，「システム」としての脳を
用いた電気生理学的解析を中心として，行動変化のも
ととなる脳内メカニズムの検討を重ねた．このよう
に，行動から神経回路，そこに含まれるニューロンと
いう順番で生物学的階層性に沿ってトップダウンで調

そこで，
「果たして，この CREB1 が長期記憶の鍵を

べた結果，味覚嫌悪学習において特定のニューロンが

握るニューロンでどのようなはたらきをしているの

学習・記憶の鍵を握っていることを見いだした 7), 8)．

か？」という疑問が起こる．CREB1 が結合する DNA
配列と同じヌクレオチド（CRE 配列）を，人為的に

CREB のはたらき

3.

そのニューロンの中に多量に注入したところ，このヌ

次に，われわれは学習・記憶の鍵を握る単一ニュー

クレオチドに結合し，CREB1 は本来結合すべき DNA

ロンに着目して，長期記憶にかかわる分子メカニズム

には結合できず，結果として，このニューロンが出力

の解明を進めることにした．長期記憶の成立には遺伝

する次のニューロンとの間のシナプス伝達阻害が見ら

子発現が必要であるが，その中で最も重要な転写調節

れた．しかもこのニューロン内では CREB1 の活性化

因子は，CREB（cAMP response element binding protein；

に先立ってプロテインキナーゼ A の活性化も重要な

cAMP 応答配列結合タンパク質）であることがわかっ

はたらきをすることがわかった（図 2）．すなわち，

ている 9)．不思議なことに，CREB を含む転写調節機

味覚嫌悪学習の鍵を握るニューロン内で，CREB1 の

構は動物や学習の種類にかかわらず保存されている．

はたらきが重要であることが示された．

そこでわれわれはモノアラガイの脳において CREB ホ
モログ遺伝子のクローニングに着手した．その結果，

4. 単一ニューロン内での CREB mRNA の絶対定量

転写「促進」因子としてはたらく CREB1 と転写「抑

さらに，この学習・記憶に重要なニューロンにどれ

制」 因 子 と し て は た ら く CREB2 の 2 種 類 を 同 定 し
．CREB1 はホモダイマーの状態でリン酸化を

だけの CREB が発現しているのか，単一細胞レベルで

受けて転写を促進する．一方，CREB2 は CREB1 とヘ

の解析に着手した 12)．学習・記憶の鍵を握るニューロ

テロダイマーを形成することによって CREB1 のはた

ン 1 つをきれいに単離して，その中の CREB1 および

らきを阻害する形をとる（図 2）．

CREB2 の mRNA を cDNA に逆転写し，リアルタイム

た

10), 11)

まず，これら CREB1 と CREB2 の発現を可視化す

PCR 法による定量解析を行った．その結果，転写「抑

るために，mRNA の局在を in situ hybridization 法で

制」型の CREB2 は数百コピーくらいあることがわ

調べてみた．そうしたところ，CREB1 は学習・記憶

かったが，面白いことに転写活性型の CREB1 は 10 コ

の鍵を握っていると考えられる細胞を含む特定ニュー

ピー以下であり，定量限界を下回っていた（図 3）
．

ロン群に強く発現していることがわかった．一方，

先の生理学実験から，このニューロン中ではシナプス

CREB2 はほとんど脳全体で強く発現していた．

伝達効率の変化に CREB1 が関与することが示されて
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図4
CREB1 のスプライスバリアント．P-box がリン酸化部位．上の 3
種（iso1 から iso3）にはリン酸化部位があるが下の 4 種（iso4 か
ら iso7）にはない．

図3
CREB1 と CREB2 の mRNA に対する定量リアルタイム PCR のデー
タ．単一のニューロン内での mRNA のコピー数を定量している．
（a）と（b）が CREB2．
（c）と（d）が CREB1 である．
（a）と（c）
では，横軸は PCR のサイクル数を，縦軸は mRNA の逆転写産物で
ある cDNA の増幅量を表している．この増幅量は検出される蛍光
量として表されている．指数関数的増幅領域に閾値を設定し，閾
値と増幅曲線が交わる点（threshold cycle）を算出する．（b）と（d）
では，横軸は初期鋳型 cDNA 量，すなわち mRNA 量を表し，縦軸
は（a）や（c）で算出した threshold cycle を表す．閾値と初期鋳
型量との間には直線関係が成立し，検量線を作成できる．検量線
（●）の中で実験値（○）がどこに当てはまるかが示されている．
（電子ジャーナルではカラー）

成に必要な bZIP 構造（ジッパーのように 2 つがダイ
マーとして結合できる）をもっている．このため，リ
ン酸化部位をもたない 4 種は，リン酸化部位をもつ
3 種とダイマーを作り，その機能を抑制することが予
想された．すなわち，CREB1 は圧倒的に CREB2 より
も発現量が少ない上に，その中でも単純に考えて半数
以上が，転写「抑制」因子としてはたらく．実際に

いたが，転写「抑制」因子である CREB2 も多量に存

mRNA 量をモノアラガイの脳全体で測ってみても，

在していることがわかった．

リン酸化部位をもつ 3 種の CREB1 と，もたない 4 種

なおこれらの研究は，定量性リアルタイム PCR 法

の CREB1 とでは，およそ 2：3 の比率であり，転写を

の開発によってはじめて可能となった．しかも，われ

促進しにくいように見える．ちなみに，CREB2 は現

われはあくまでも「1 つの細胞」での「絶対定量」に

時点ではスプライスバリアントは見つかっていない．

こだわった．微細な量的変化を正確に把握する際に

また，それまで CREB1 と CREB2 を含む遺伝子発

「絶対定量法」は威力を発揮する．まったく量が変化

現メカニズムはあくまでも転写調節において第 1 段階

しないコントロール遺伝子やコントロール分子は存在

のスイッチとしての機能のみが報告されていた

せず，比較定量法では非常に大きな量的変化しか評価

（図 2）．しかし，長期記憶形成には，学習後数時間以

できないためである．これと同時にきれいに細胞 1 つ

上にわたって長く遺伝子発現が促進される必要があ

をくり抜く技法の開発も進め ，その結果，定量性リ

る 2)．このため，われわれは学習前後の CREB 自身の

アルタイム PCR 法を用いると，最少 10 コピーまでの

量的な変化，つまり長期記憶形成時の遺伝子発現メカ

cDNA の定量が可能であることを示すことができた．

ニズムそのものの変化に着目した．

13)

現在では，効率よく細胞を単離し，単一ニューロンで

長期記憶を形成する学習をほどこした動物から脳を

の mRNA 絶対量解析ができるようになっている．

単離し，脳全体で CREB 発現量を定量したところ，確
かに「CREB1 の発現量は増えていた」
．しかしながら，

5.

リン酸化部位をもつスプライスバリアントも，もたな

CREB1 には転写抑制性バリアントが存在

いスプライスバリアントも，両者とも同じように発現

また，CREB1 mRNA にバリアントが 7 種あること

量が増えており，その量比が変わらないことがわかっ

がわかった（図 4） ．この 7 種のバリアントはたっ

た 14)．すなわち，学習し，長期記憶が形成される時に

た 1 つの遺伝子から選択的スプライシングによって作

は，遺伝子発現システム全体の量が増えて「遺伝子発

られる．また，このうち 4 種がリン酸化部位をもたな

現のスイッチ全体」の ON/OFF の振幅が増加してい

いことがわかった．しかし 7 種のすべてがダイマー形

ると考えられた．これは，長期記憶にかかわる遺伝子

14)
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発現について，ON の方向へ向かう推進力も，OFF の

伝子やコントロール分子は存在しない．そのため，比

方向へ向かう推進力も，そのどちらもが強まり，記憶

較定量法では非常に大きな量的変化しか評価できな

形成の遺伝子発現が強い抑制を受ける可能性が同時に

い．微細な量的変化を正確に把握する際に「絶対定量

高まっていることを意味する．つまり，記憶行動の形

法」は威力を発揮する．今後，タンパク質の絶対定量

成を変化させうる能力を同時に高めているといえる．

による技術が開発できれば，さらに生物現象の詳細な

今後は長期記憶形成後に，CREB2 も含めた量比や

解析が可能になるだろう．

全体量がどのような時間変化を経るのかについても研
究を進めたい．

6.
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高速原子間力顕微鏡によるタンパク質の動態撮影
安藤敏夫，古寺哲幸

金沢大学理工研究域数物科学系

Proteins are dynamic in nature and work at the single-molecule level. Reflecting this fact, single-molecule fluorescence microscopy has
been widely exploited to understand how proteins operate. However, what we can observe thereby is the dynamic behaviour of individual fluorescent spots (each being emitted from a fluorophore attached to a selected locus of the molecule), not of the protein molecules
themselves. The structure of proteins has been studied by electron microscopy, X-ray crystallography and NMR, but the obtained structures are essentially static. This long-standing problem prevailing throughout biological research has been recently overcome by the development of high-speed atomic force microscopy that enables simultaneous recording of the structure and dynamics of functioning biomolecules with high spatiotemporal resolution.
atomic force microscopy / AFM / high-speed AFM / imaging / dynamics / myosin V

実験の直接性

1.

構造とダイナミクス

2.

実験結果と導かれる結論（あるいは真実）の間には

1 分子生物学を支えるおもなツールは光学顕微鏡で

距離がある．その距離が大きいときには（いい換えれ

ある．タンパク質に大きな粒子，あるいは，蛍光分子

ば，実験の直接性が低いときには）
，実験データの解

をラベルして，それらを光学観察する．しかし，タン

釈と推理が重要である．同じ実験データでも，解釈・

パク質分子そのものは観察に現れない．粒子や蛍光輝

推理の違いにより異なる結論にいたることもある．い

点の振舞いからタンパク質分子の振舞いを推測するこ

ずれの結論も正しくないことさえある．一方，実験の

とになる．回折限界を破る超高解像蛍光顕微鏡が最近

直接性がきわめて高い場合には，解釈・推理は重要で

いくつか開発されているが 2)，どんなに空間分解能を

はなく，人によらず，実験データから同じ結論にいた

上げても，観察できるのはあくまでも蛍光輝点であ

り，真実を見いだす．サイエンスの歴史は直接性を高

る．また，見たいものだけを見る手法であり，これは

める技術開発の歴史でもある．このようにわれわれは

長所になることもあるが，見えないものは無視せざる

考えるが，解釈や推理こそ価値がありサイエンスであ

を得ない．他方，タンパク質の構造は，X 線結晶構造

ると考える人もおられるであろう．しかし，肝心なこ

解析，電子顕微鏡，NMR，あるいは，原子間力顕微

とは重要な真実を見いだすことにある．それもできる

鏡（AFM）で調べられる．だが，実質的に静止構造し

だけ早く．

か得られない．すなわち，構造とダイナミクスを同時

生体分子の機能メカニズムを探る生物物理学的研究

に観察することはできない．これは生命科学全体を支

では，個々のタンパク質分子の機能中の振舞いを知る

配している技術的な障壁である．実験技術の直接性は

ために，1 分子生物学 が柳田敏雄らにより約 25 年

いまだ十分でない．この状況を打破すべく，われわれ

前に創成され，現在では世界に広がり多くの成果が生

は高速 AFM の開発を 15 年以上にわたり進めてきた．

1)

まれている．アボガドロ数的な分子集団を扱っていた
時代とは比較にならないほど，タンパク質の機能メカ

AFM の原理

3.

ニズムに関するわれわれの理解は深まった．やはり，
直接的理解をめざすことは正しい．

AFM は 1986 年にチューリッヒの IBM 研究所で誕生
した 3)．AFM は固体表面の原子配置を観察することを

Video Imaging of Protein Molecules in Action by High-speed Atomic Force Microscopy
Toshio ANDO and Noriyuki KODERA
Department of Physics, College of Science and Engineering, Kanazawa University
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目的に開発された技術ではあるが，誕生後の比較的早

にもよるが 1 画像を最短 30 ms で撮れる．XY 方向の空

い時期に水中に在る生物試料の観察も可能であること

間分解能は2-3 nm，Z方向の空間分解能は 0.1-0.2 nm で

が UCSB の Paul Hansma らにより示された 4)．AFM は，

ある．探針が試料を強く叩いて弱いタンパク質間相互

柔らかい片持ち梁（カンチレバー）の自由端に付いた

作用を乱すに違いないと思われるであろうが，後述す

探針を試料表面に接触させてイメージングする触診顕

るように乱すことはない．試料に直接影響する力学量

微鏡である．AFM のイメージングモードにはいくつ

は力の大きさ自身ではなく，撃力（力×力の作用時間）

かあるが，脆く柔らかい生体分子に適したタッピング

である．カンチレバーの水中での共振周波数は 1 MHz

モードでは，カンチレバーを第 1 次共振周波数で励振

を超えるため，力の作用時間は 100 ns 程度しかない．

する．レバー先端に付いた探針が基板表面に載った試

力のピーク値は約 30 pN と大きいが，撃力は小さい．

料の表面をたたくと，振幅は減少する．試料ステージ
を XY 走査しつつ，この振幅が目標値に維持されるよ

5.

うに試料ステージを Z 方向にも走査する（フィード
バック走査）
．このようにすると，試料ステージの動

バイオイメージング

5-1. バクテリオロドプシン

きは試料表面をなぞることになるため，フィードバッ

弱いタンパク質間相互作用が探針の接触で乱されな

ク走査信号をコンピュータに取り込み，XY 各点にお

いことを示すために，紫膜中のバクテリオロドプシン

いてフィードバック走査信号をプロットすると，試料

（bR）の結晶領域と非結晶領域の境界部で起こる bR3

形状が再現される．探針は上下に振動しているため，

量体の結合・解離の観察についてまず述べる．紫膜中

探針・試料間に横方向の力はほとんど作用しない．

では bR は 3 量体を形成し，3 量体は六方格子状に結
晶化している．紫膜の断片をマイカ表面に載せて，結

4.

晶の境界部を観察すると，非結晶領域で既に形成され

高速 AFM の開発

ている 3 量体が結晶境界部に結合し解離するようすが

AFM の高速化の研究は，半導体表面の評価やナノ

観察される（図 1a-c）11)．脂質膜表面とマイカ表面の

リソグラフィーの迅速化を目的に Stanford 大の Calvin

間には水の層があり，bR はマイカ表面に直接接して

Qaute のグループにより 1991 年頃に開始された．自

いないため非結晶領域では膜中を自由に拡散してい

己検知・自己駆動型のカンチレバーやカンチレバー
アレイを MEMS 技術で開発することで高速化が図ら
れたが 5)，液中の生物試料観察には適さない手法で
あった．1993 年頃に，Paul Hansma のグループとわれ
わ れ の グ ル ー プ は 独 立 に， 生 物 試 料 観 察 用 の 高 速
AFM の開発に着手した．水溶液中で動くタンパク質
が 2001 年にわれわれのグループによってはじめて可
視化された 6)．Paul Hansma のグループはある程度の
高速化を実現したが 7)，2005 年頃に高速 AFM の開発
研究を中止し，骨の AFM 観察の研究に移った．われ
われのグループは開発研究を継続し現在にいたってい
る．Bristol 大の Mervin Miles のグループも 2000 年頃か
ら高速 AFM を開発し，ビデオレートを超えるイメー
ジング速度を実現しているが 8)，フィードバック制御
をしていないため，生物試料の動態観察はできない．
われわれの高速 AFM は，装置に含まれるすべてのデ
バイス（カンチレバー，スキャナー，センサー，振幅

図1
紫膜の結晶領域と非結晶領域の境界部の AFM 像（a, b, c）．実線
の三角形で囲った部分は新たに結合した bR3 量体を表す．太い破
線の三角形は以前に結合していた 3 量体を表す（2.1 s）．イメー
ジ ン グ 速 度 は 3.3 frames/s．Z 方 向 の 輝 度 の 範 囲 は 3.8 nm．
（d）
結晶のエッジ部での bR3 量体の結合（I, II, III）と結晶内部での結
合（VI）の模式図．ローマ数字は結合手（破線）の数を表す．（電
子ジャーナルではカラー）．

計測器など）の高速化，スキャナーの振動抑制，高精
度フィードバック制御などの技術開発により実現され
た．詳しくは総説を参照されたい 9), 10)．現在の速度性能
は理論限界にほぼ達しており，フィードバック帯域は
100 kHz を越す．250 nm 四方の走査範囲の場合，試料
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る．結晶内では 1 つの 3 量体は近接する 3 量体と 6 つ

利用した．電気的に中性な脂質の極性基はタンパク質

の結合手を介して結合しているが，境界部では，場所

を吸着しない．しかしこの条件では M5-HMM は多く

に よ り 1-3 つ の 結 合 手 を 介 し て 結 合 す る（図 1d）
．

の場合アクチンフィラメントの上部を動くため分子形

2 つの結合手で結合している 3 量体の結合寿命は指数

態を捉えにくい．そこで，正電荷をもつ脂質 DPTAP を

関数分布し，平均結合寿命 2 は 0.17  0.06 s であった．

若干加え，M5- HMM が横向きで基板に載るようにし

3 つの結合手の場合の平均結合寿命 3 は 0.85  0.08 s

た．図 2 に示すように，歩行している M5-HMM 分子

であった．この寿命の違いはそれぞれの場合の結合エ

を鮮明に捉えることができた．また，観察された M5-

ネルギー E2 と E3 の差と次のように関係している．

HMM の歩行速度は，基板が DPTAP を含まない場合に
は，蛍光顕微鏡観察で計測されたものと一致する．す

2/3  exp[(E3E2)/kBT]

なわち，探針と試料の接触はモータ活性に影響しない．

（1）

1 歩進む過程は非常に速く，その途中の過程を捉え
ここで，kB はボルツマン定数，T は絶対温度である．

るには工夫が必要であった．前進運動を穏やかに阻害

E3E2 は 1 つの結合手あたりの結合エネルギーに相当

するために過剰のストレプトアビジンン分子を基板表

し，1.5 kBT と見積もられる．ところで，結合寿命は

面に撒いたところ，歩行中の過程を捉えることができ

イメージング速度に依存しなかった．すなわち，わず

た．後ろ足がアクチンから解離すると，ほぼ真っ直ぐ

か 3 k BT しかない弱い結合でも探針と試料の接触に

な前足が後方に傾いた向きから前方に傾いた向きに自

影響されない．bR の光照射に伴う動的構造変化の高

動的に回転する．この回転は，筋肉の研究で Hugh

速 AFM 観察については生物物理学会誌に最近掲載さ

Huxley によって提唱されていた Lever Arm の Swing そ

れた柴田幹大の記事

のものであり 19)，ここではじめて実証された．この回

11)

と原論文

12)

を参照されたい．

転に伴って前進するネック・ネック接合部の周りを後
ろ足は回転し，アクチンフィラメントから大きく離

5-2. ミオシン V の歩行運動

等価な 2 本足をもつミオシン V はアクチンフィラメ

れ，やがて前方のアクチンに結合し，一歩の運動が完

ントに結合したあとアクチンから解離せずに 1 分子で

了する．この 1 つの映像の中に，これまでの研究で明

長距離運動する 13)．この性質（プロセッシビティ）のお
陰で，1 分子生物学手法を用いて詳しく研究され，約
36 nm のステップ 14) でハンドオーバーハンド運動 15) す
ることが明らかにされている．また，かなり間接的な
手法によってではあるが，ADP の解離速度定数と ATP
の結合速度定数が前足と後ろ足で異なることが示唆さ
れている 16)．また，蛍光 ATP を利用した坂本武史らの
研究により，ATP 1 分子の消費と 1 歩の前進運動が
1 対 1 にカップルしていることも直接示されている 17)．
しかしながら，この歩行運動が実際にどのように起
こっているのか，前進の駆動力となる張力発生が分子
のどの部分でまたどの段階で起こっているのか，張力
緩和と前進運動がどのように関係しているのかなどに
ついては明確なデータはなく，包括的な理解にはい
たっていない．それゆえ，ミオシン V は，高速 AFM
による分子動態の直接観察によって既知の事実も含め
どのようなことまで知り得るのかを示す上で，絶好の
試料である．ここでは得られた結果を概説する．詳細
については原論文 18) を参照されたい．映像データは
著者のホームページで見られる．
アクチンフィラメントに沿って運動するミオシン V

図2
歩行するミオシン V を捉えた AFM 像と模式図（上段）
．イメージ
ング速度，7 frames/s．
（電子ジャーナルではカラー）
．

（ここでは，長い尾部を除去した M5-HMM を用いた）
を観察するために，ビオチン脂質を含む脂質 2 重層膜を
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らかにされた複数の事実が視覚的証拠として同時に現

ための活動をわれわれは企業と一緒に進めており，お

れるだけでなく，前進駆動が前足の屈曲（モータドメ

そらく 1-2 年以内には市販されるものと予想している．

イン・ネック接合部付近での曲がり）ではなく回転で

細胞観察も可能な次世代高速 AFM も開発中である．

起こっていること，解離した後ろ足は前進中にアクチ
ンには接していない事実が明瞭に観察される．また，

謝

辞

後ろ足の解離によって前足が自動的に回転することか

高速 AFM の開発にこれまでかかわった多くの学生

ら，この回転のための張力が 2 本足でアクチンに結合

さんに感謝したい．最近の研究では，内橋貴之准教

している分子内（前足）にすでに存在していることが

授，宮城篤君，山下隼人君，山本大輔君，柴田幹大君

わかる．さらには，アクチン上に留まっている間，前

の頑張りに感謝したい．最後に，本研究をこれまで資

足が時折アクチンから解離し直ぐに再結合する振舞い

金面で支援していただいた JST，三菱科学財団，日本

（Foot Stomping と命名）が新たに見いだされた．

学術振興会，文部科学省に深く感謝申し上げる．

ヌクレオチドなしの条件でも，M5-HMM は 2 本足
で同じアクチンフィラメントに結合する．しかし，ヌ

文
1)

クレオチドが存在する場合と異なり，前足は大きく屈
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曲した．したがって，前足の形態を観察すれば，前足

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

にヌクレオチドが結合しているかどうか判断できる．
そこで，前足が真っ直ぐな形態をとる寿命を ADP 濃
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し，10 秒 間 に M5-HMM は 何 歩 も 歩 く． す な わ ち，
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ることはなく，ADP の解離，それに続く ATP の結合，

6.

献

タンパク質の構造とダイナミクスの同時観察はパワ
フルな新しいアプローチである．ミオシン V の高速
AFM 観察の例でも分かる通り，1 つの分子映像の中
に多くの事実を同時に見だすことができ，それも，視
覚的証拠であるため非常に直接的でわかりやすい．他
の手法で明らかにされた，あるいは，推測されてきた
分子の振舞いのすべてが分子映像に現れていること

安藤敏夫

は，この新しい手法が信頼できることを証明してい
る．また，今まで気がつかれていなかった事実も映像
に現れ，運動メカニズムのより詳細な理解へと導い
た．今後は，さまざまな生体分子が高速 AFM で観察
され，その分子映像が直接語る多くの事実が発見され
るであろう．また，すでに推測されている事実の視覚
的証拠でさえ大きな価値がある．
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トピックス

アブシジン酸受容体研究の進展
田之倉優，宮川拓也

1.

東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻

はじめに

アブシジン酸（abscisic acid, ABA）は植物の耐乾燥性
などの制御に働く重要な植物ホルモンである．その受
容体タンパク質として PYR/PYL/RCAR とよばれるタ
ンパク質が同定され，近年，ABA 受容体研究は目覚
ましく進展した 1), 2)．ABA 受容体がどのようにして
ABA を感知し，下流のシグナル伝達経路を活性化す
るのか？その機構を理解することは，植物への耐乾燥
性の付与など，ABA がかかわる植物細胞機能の調節
を人為的に制御するための技術発展において欠かすこ
とができない．こうした ABA シグナル伝達系の中心
的役割を演じる ABA 受容体の作動機構は，その構造

図1
ABA シグナル伝達経路

解析によって解明された 3)-7)．
2.

ABA シグナル伝達経路

ABA を介したシグナル伝達経路はリン酸化／脱リ
ン酸化システムによって制御されている（図 1）．非
ス ト レ ス 条 件 下 で は， タ ン パ ク 質 脱 リ ン 酸 化 酵 素
PP2C が下流のリン酸化酵素 SnRK2 の自己リン酸化を
妨げ，ABA シグナル伝達経路のリン酸化シグナルを
遮断している 1)．植物に乾燥などのストレスが加わる
と ABA が 細 胞 内 に 蓄 積 し，ABA 受 容 体 PYR/PYL/
RCAR によって受容される 1), 2)．ABA と結合した受容
体は PP2C の活性を阻害し，これにより SnRK2 は自
己リン酸化状態が維持されて活性型として働きだし，
すぐ下流の転写因子 AREB/ABF をリン酸化して活性
化する 8)．この活性型転写因子は乾燥ストレスなどの

図2
ABA 受容体の ABA 結合に伴う構造変化．ABA 受容体の ABA 結合
型（PDB ID: 3JRS）とアポ型（PDB ID: 3KAY）の構造を重ね合わせ
ている．ABA 結合に伴って矢印の方向に 2 つのループが構造変化
を引き起こす．

耐性付与に働く遺伝子群の転写を誘導し，結果として
植物はストレス耐性を獲得する．
3.

ABA 受容体の ABA 感知機構

受容体はそのリガンドとの結合によって活性化し，

容体は 1 分子の ABA を結合するキャビティをもつ．

下流のシグナル伝達経路の制御を切り替える．では，

ABA の 結 合 は キ ャ ビ テ ィ の 入 口 に 位 置 す る 3-4

ABA が受容体を活性化する仕組みはどのようなもの

（ゲート）ループおよび 5-6（ラッチ）ループの構造

だろうか？それは ABA 受容体の ABA 結合型とアポ型

変化を誘起し，ABA は受容体にほぼ完全に包み込ま

の構造比較により明らかとなった（図 2）

れる．ゲートループでは ABA 結合によって Pro 残基

．ABA 受

3), 4)

Recent Progress in Abscisic Acid Receptor Research
Masaru TANOKURA and Takuya MIYAKAWA
Department of Applied Biological Chemistry, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
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がキャビティに「ふた」をするように，Ser 残基がキャ

ル環が ABA 受容体のゲートループとラッチループの

ビティから外に飛び出すように変化する．一方，ラッ

間にはまり込み，水分子を介してこれら 2 つのループ

チループでは，His 残基のイミダゾール環がキャビ

および ABA と水素結合を形成する．さらに PP2C の

ティ内に向いて ABA と接触し，ゲートループとの間

Arg 残基がゲートループの Pro 残基を上から押えつけ

で水素結合が形成されて「ふた」が閉じられた状態に

るように接触する．こうした相互作用によって，ABA

なる．この閉じた 2 つのループは分子内部に配向した

受容体の 2 つのループはさらに完全に閉じた状態に安

複 数 の 疎 水 性 残 基 を 使 っ て ABA と 接 触 す る 一 方，

定化され，ゲートループが PP2C の触媒部位に配向さ

ループの分子表面側に位置した残基は下流のシグナル

れることになる．ABA 受容体の ABA に対する結合能

伝達因子である PP2C の主要な結合表面を形成する．

は，PP2C との複合体形成によって増強されることが

4.

知られており 2)，この現象はキャビティの「ふた」と

ABA 受容体による ABA 依存的 PP2C 阻害機構

なる 2 つのループが PP2C の結合によって閉じた状態

ABA シグナル伝達における受容体の中心的な役割

に安定化されることを反映していると考えられる．

は，ABA 依存的に PP2C の脱リン酸化活性を阻害する

おわりに

5.

ことである．この機構は ABA 結合型受容体 -PP2C 複
合体の構造により明らかとなった（図 3）4)．ABA 受

ABA 受容体の一連の構造解析により，ABA シグナ

容体のゲートループは PP2C の活性部位に「栓」をす

ル伝達経路の調節を可能にする ABA 受容体の作動機

るように入り込み，ABA の結合によって分子の外側

構が明らかとなった．この構造基盤は，干ばつなどの

に突き出た Ser 残基が PP2C の触媒残基の 1 つである

劣悪環境でも生育できる作物や植物細胞機能を制御す

Glu 残基と水素結合を形成する．こうして ABA を結

る分子標的薬の開発に向けた研究の進展に大きく寄与

合した受容体は PP2C の触媒部位を直接塞ぐことによ

するものと期待する．

り，SnRK2 に対する脱リン酸化活性を競合的に阻害
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文

9)

1)

このような競合的な阻害機構の厳密な制御には，

2)
3)
4)

ABA 存在下で受容体のゲートループが安定に PP2C の
触媒部位に導かれることが重要である．ABA 受容体
と PP2C が結合すると，PP2C の Trp 残基のインドー

5)
6)
7)
8)
9)

献
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図3
ABA 受容体（左下）と PP2C（上）の接触． ABA 結合型受容体と
PP2C の複合体構造（PDB ID: 3JRQ）を示している．

宮川拓也
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タンパク質複合体予測のためのポストドッキング
解析における相互作用比較法
内古閑伸之1,2,*，
広川貴次2

1
（社）
バイオ産業情報化コンソーシアム
2
（独）
産業技術総合研究所生命情報工学研究センター

*
（現）
東京工業大学大学院情報理工学研究科計算工学専攻

1.

NMR 構造解析によってその構造は，両端の球状部位

はじめに

はほとんど変化無く，中央ヘリックスが大きく揺ら
ぎ，状況に応じてさまざまな形状で複合体を形成する

ゲノムを視野に入れたバイオインフォマティクスの

ことがわかっている（図 1b）
．

研究は，一次配列情報だけでなく生体高分子の立体構
造情報が蓄積されるとともに，分子間相互作用ネット

3.

ワークについても発展し，特にシステムバイオロジー

相互作用プロファイルの導入

ネットワーク全体を視野に入れたタンパク質複合体

や創薬の分野などへ応用されてきている．
本稿ではタンパク質の立体構造情報を用いた剛体モ

予測問題において，剛体ドッキングシミュレーション

デルによるドッキングシミュレーションについて述べ

を用いると効率がよい．この方法は，ドッキングシ

る．特に多数の擬似複合体構造（候補構造，ここでは

ミュレーションの間，分子内各原子の相対位置は変化

デコイ構造とよぶ）から，正解に近い複合体構造を探

させず，分子全体の重心位置と回転角を探索しなが

索するための，ポストドッキング処理において，クラ

ら，多くのデコイ構造を作成する（図 1c）．大きな構

スタ解析の問題点をふまえ，われわれの導入したタン

造変化については現実にとり得る複数の立体構造を

パク質間の相互作用プロファイルによる解析法を紹介

使って対応する．これは「アンサンブルドッキング」

する 1)．
2.

タンパク質間相互作用ネットワーク

タンパク質間相互作用ネットワークのトポロジー
は，各タンパク質が相互作用しているタンパク質数の
分布から，いわゆるスケールフリーであることが見い
だされた 2), 3)．このことは複数のタンパク質と相互作
用しているタンパク質（ハブタンパク質）が存在する
ことを示している（図 1a）．ハブタンパク質はディス
オーダー領域をもつものが多いと考えられ 4)，相手の
タンパク質の立体構造に応じて構造変化を伴い複合体
形成すると考えられる．したがって，ディスオーダー
領域を含むハブタンパク質は，複合体予測問題のター
ゲットとして重要なタンパク質であると考えられてい

図1
（a）タンパク質間相互作用ネットワークに存在するハブタンパク
質のイメージ．
（b）代表的なカルモジュリンの単独構造と複合体
構造．（c）アンサンブルドッキングの流れ．
（d）
（c）により作成
された大量のデコイをクラスタ解析するために導入した相互作用
プロファイルとその類似度計算例．（電子ジャーナルではカラー）

る．代表的なハブタンパク質であるカルモジュリン
は，いわゆるダンベル型タンパク質で zinc finger 構造
モチーフで構成される N 末端と C 末端の球状部位が，
構 造 中 央 に あ る  ヘ リ ッ ク ス で 接 続 さ れ て い る．

Post-docking Analysis with Protein-protein Interaction Fingerprints
Nobuyuki UCHIKOGA1,2,* and Takatsugu HIROKAWA2
1
Japan Biological Informatics Consortium (JBIC)
2
Computational Biology Research Center (CBRC), AIST
*Department of Computer Science, Graduate School of Information Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
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タンパク質複合体予測のポストドッキング解析

とよばれる方法で，さまざまなタンパク質立体構造で

ことができる．RMSD と IFP を用いたクラスタ解析の

構成されたデコイ構造が複数作成されるが，これらに

結 果 を 比 較 す る と，IFP を 用 い た ク ラ ス タ 解 析 は，

は，現実に機能する複合体としての正解構造以外の構

RMSD よりもエネルギースコアがそろったデコイ構

造も，多く含まれている．そこでクラスタ解析により

造で構成されたグループが得られた 1)．この結果は先

類似したデコイ構造をまとめることで，効率よく大量

に述べた RMSD の弱点を IFP が克服していることを

のデコイ構造から正解に近い複合体構造を探索する．

示している．

一 般 に 立 体 構 造 の 比 較 に RMSD（Root Mean Square

おわりに

5.

Deviation，平均二乗偏差）を用いるが，タンパク質の
構造が大きく異なると，明らかに違う位置や，近い位

今回の解析では IFP はアミノ酸残基間相互作用の有

置関係で相互作用していても，RMSD ではそれらが

無にだけ注目したが，電荷や疎水性などの情報を付加

反映されない場合がある．われわれはタンパク質複合

し，目的にあった相互作用に着目することも可能であ

体のタンパク質間の相互作用に着目することで，この

る．またハブタンパク質のように，共通するタンパク

問題の解決を試みた．

質と複数の異なるタンパク質が相互作用する場合にお

相互作用プロファイル（Interaction FingerPrintIFP）

いても，それらの相互作用を一意に比較できるため，

は各アミノ酸残基ペアの相互作用パラメタを要素とす

相互作用ネットワークを視野に入れたタンパク質のバ

る配列（あるいは行列）である．われわれは原子間距

イオインフォマティクス研究において，発展が期待さ

離情報から得られた相互作用原子数を要素にもつ配列

れる．またカルモジュリンのように，大きな構造変化

を IFP とした（図 1d）．もともと IFP は創薬分野でよ

を伴って複合体形成するタンパク質の探索も，重要な

く使われる手法

課 題 で あ る と 考 え ら れ，SOSUIdumbbell 7) の よ う な

5), 6)

であるが，タンパク質同士の相互

作用に適用し，その性能を評価したのはわれわれがは

ツールを使って探索するのも 1 つの手であろう．

じめてである．IFP 同士の類似度は一般に Tanimoto

文

index を用い，対応するビットがあらかじめわかって

1)
2)
3)
4)

いるため類似度が一意に決まり，配列の長さのみに依
存した計算量ですむ．この特徴は，大量のデコイ構造
の相互作用を比較する場合，非常に有用である．実際

5)
6)
7)

の類似度計算では図 1d の計算例のように IFP の要素
をアミノ酸残基間相互作用の有無（0 あるいは 1）と

献
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Jeong, H. et al. (2000) Nature 407, 651-654.
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した配列で計算した．
4.

剛体モデルによる複合体予測

われわれは剛体ドッキングシミュレーションによっ
てカルモジュリンの複合体再構成を行ったが，ここで
は手順と結果について簡単に述べる．詳細は文献 1)
を参照していただきたい．カルモジュリン（レセプ

内古閑伸之

ター）がとりうる立体構造空間は，NMR 構造解析に
よる複数の構造と複合体形成時の構造を使った．一
方，相互作用するタンパク質（リガンド）は，カルモ
ジュリンと直接相互作用する部位のペプチド（ ヘ
リックス構造）の立体構造情報を使った．またアミノ
酸側鎖配置を考慮するため，側鎖（レセプターのみ）
をすべてアラニンに変換してドッキングシミュレー
ションを行った．デコイ構造の各分子の重心位置と回

広川貴次

転角の情報をもとにオリジナルの構造を用いて複合体
構造を作成する．この段階ではレセプターとリガンド
の側鎖が衝突した状態であるため，両タンパク質の側
鎖配置を最適化することで最終的なデコイ構造を得る
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骨格筋ミオシン1分子の非線形弾性により
見えてきた筋収縮の巧みな分子機構
茅

1.

元司

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻

くトラップレーザーの軌道から外れたビーズのずれ幅

はじめに

に，予め見積もったトラップバネ定数を掛けて計算し

筋肉内では，アクチン 1 本あたりに数十分子のミオ

た．測定では，ATP 非存在下でミオシンをアクチンに

シンが同時に相互作用して，収縮運動を担っている．

硬く結合させ，レーザーを左右に繰り返し振動させ

筋肉が大きな力で，速く収縮するために，これらの分

て，ミオシンの伸長と短縮を繰り返した（図 1c）．そ

子が集団で協働的に機能するのではないかと考えられ

の時の変位と力の波形を 1 周期ごとに切り出して加算

ている 1)．よって次の問いが生ずる：ミオシン分子自

平均することにより，量子ドットの位置精度を 0.3 nm

体にも，強く，そして速く収縮するための仕組みがな

まで向上させた．

いのだろうか？この問いに答えるには，ミオシンの発

3.

する力を損失なく効率的に収縮力に転換する仕組みの
存在を考える必要がある．

ミオシン非線形弾性の筋収縮への影響

ミオシン 1 分子の力 - 変位関係は，これまでの予想

ミオシンがアクチンと結合して発生する収縮力は，

に反して非線形であった（図 2）．ミオシンを力発生

内在するバネ弾性部位の伸長により起こり，それが収

時にバネが伸びる方向（正方向）に変位させると，弾

縮に伴い自然長に戻るまで続く．ミオシンが力発生後

性率（曲線の傾き）が急峻に上昇し，逆に縮める方向

にアクチンから直ちに解離しない場合，周辺のミオシ

（負方向）に変位させると，弾性率は緩やかになった．

ンがアクチンを立て続けに同一方向に移動させるため

この結果から，図 3 のモデル図のように，ミオシン

に，このミオシンは短縮される．ここでバネ弾性部位

が力を出すときは非常に硬いバネとなり，わずかな伸

が，単純な線形バネであったら，自然長以下に短縮さ

びで大きな力を出せるようになっていると考えられ

れたミオシンは反発力を生み，収縮を阻害する．これ

る．一方，他のミオシンの相互作用に伴うアクチンの

を避けるために，一般的にはミオシンは短縮されると

移動により短縮されたとき，そのミオシンは弛んだ紐

アクチンから解離しやすいと考えられてきた 2)．しか

のように柔らかくなるので，抵抗力はきわめて小さ

し，ミオシンの弾性特性が，伸長・短縮両方向で線形

く，収縮の妨げにならない．

であることを直接検証した研究はない．そこで，われ
われは，骨格筋ミオシン 1 分子の弾性特性を伸長・短
縮両方向において，高精度で計測し，またその弾性特
性がミオシンの運動にどのように影響されているのか
検討したので報告する 3)．
2.

蛍光イメージングと光ピンセット

ミオシンの弾性特性を測るため，ミオシンを伸長・
短縮させ，それに伴う力を計測した．ミオシンの変位
は，量子ドットをアクチン上にラベルし，この蛍光輝

図1
ミオシンの弾性計測．
（a）量子ドットの蛍光イメージングと光ピ
ンセットによる力計測．（b）EM-CCD カメラ上の量子ドットの蛍
光像（上）とビーズの透過像（下）
．
（c）振動開始前（変位ゼロ）
に対する量子ドットとビーズの位置変動．
（電子ジャーナルでは
カラー）

点の位置変動から見積もった（図 1）
．アクチンはミ
オシンに比べてはるかに硬いので 4)，量子ドットの変
位はミオシンの変位をほぼ反映している．ミオシンに
作用する力は，ミオシンとの相互作用により左右に動

Non-linear Elasticity of Single Skeletal Myosins Designed for Efficient Muscle Contractions
Motoshi KAYA
Department of Physics, Graduate School of Science, University of Tokyo
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図4
1，2，3 分子のミオシンがアクチンに相互作用するときのアクチ
ンの移動距離．非線形弾性条件でのアクチンの移動距離（灰色丸）
は，実験値（黒ダイヤ）と同様の傾向を示しているが，線形弾性
条件（白丸）では移動距離が著しく減少する．

図2
ミオシンの力―変位関係．正方向の変位では，ミオシンは伸長さ
れ，負方向では短縮される．ミオシン各部位（球状の S1 とコイ
ルドコイル状の S2 部位）の予想される形態をプロット上部に示
した．

効率的な筋収縮を実現する仕組み

4.

ミオシン 1 分子の弾性特性を，伸長と短縮する方向
に切り分けて検証した結果，ミオシンは非線形弾性を
有していることがわかった．この特性により，ミオシ
ンは自己の発する力を，損失少なく収縮力に転換する

図3
非線形弾性特性に基づく筋収縮中のミオシンの状態．右のミオシ
ンは力を発生している状態で，硬いバネがわずかに変位して
（d）
，大きな力（F）を発している．一方，左のミオシンは，力
発生後に押し縮められた状態で（d）
，弛んだ紐のようになってい
るため，これに伴う抵抗力（F）は小さい．（電子ジャーナルでは
カラー）

ことができ，これが筋肉のエネルギー効率 5) を 50%
近くまで高める結果につながっているのかもしれな
い．したがって冒頭でふれた「ミオシンは短縮される
と解離しやすい」2) という考えは，必ずしも必要では
ないのかもしれない．興味深いことは，筋収縮を効率
的に担うための巧みな仕組みが，ミオシン分子自身に

この効果を検証するため，ミオシンが 1，2，3 分子

予めデザインされている点である．

……と増えるにつれてアクチンの移動距離がどのよう
な影響を受けるか，弾性が線形と非線形の場合につい

謝

て計算してみた．力を出している分子は 1 分子だけ

辞

本研究は，東京大学の樋口秀男教授の研究室での成

で，残りの分子はアクチンと結合していると仮定し

果であり，深く感謝の意を表します．

た．またわれわれの実験 3) から，力を発生するミオシ
ン 1 分子だけの相互作用では，アクチンは 8 nm 動く

文

と規定した．線形弾性の場合，相互作用する分子数が
1 から 3 分子へ増えるのに比例して，抵抗力が増加し，
アクチンの移動距離が 8 nm から 2.6 nm に著しく減少
す る と 予 想 さ れ る（図 4）． 一 方， 非 線 形 弾 性 で は

献
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6.8 nm とわずかな減少に留り，下記の ATP 存在下で
の実験結果と一致した．20 M ATP の条件で，分子数
1.5 から 3 分子がアクチンと同時に相互作用できるミ
オシンミニフィラメントを用意して，アクチンの移動
距離をレーザートラップで計測したところ，アクチン
の移動距離は，相互作用している分子数によらず，
7 nm 前後で非線形弾性の結果とよく一致した（図 4）
．
以上より，収縮中にミオシンが短縮された時の抵抗力

茅

は小さく，線形弾性では実験結果を説明できないこと
がわかった．
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回転対称性境界条件
米田茂隆

北里大学理学部

るだけの単純な計算であるため，ミニマム・イメー

1. はじめに

ジ・ディスタンスの公式やエヴァルト法などにより相

ウイルス外殻タンパク質は直径数十 nm の巨大な球

互作用算出の演算の中に並進を繰り入れてしまうこと

殻状または筒状の分子集合体であり，内部の核酸遺伝

ができる．つまり，周期的境界条件では周囲分子を構

子を保護運搬するための単なる構造体ではなく，ウイ

築しなくても周囲分子との相互作用を計算でき，1 つ

ルス感染増殖のための精妙な分子機械である 1)．外殻

の分子の原子座標だけで計算が完結するのである．
回転対称性境界条件の応用対象であるウイルス外殻

タンパク質の構造はラセン対称性か正 20 面体対称性，
どちらかの対称性をもつことが知られている．1970

タンパク質も結晶と同様に等価な分子が集まった対称

年代に対称性を利用した X 線解析法が開発され，今

的分子集合体であり，1 つの分子の原子座標と速度を

では広く外殻タンパク質の構造決定が行われているの

把握すれば系全体を理解できる．しかし，並進とは異

で，X 線構造を初期座標としたシミュレーションはウ

なり，回転を相互作用算出の演算の中に繰り入れるた

イルス感染増殖のメカニズム解明のための重要な道筋

めのアルゴリズムは存在せず，実際に回転により周囲

として期待される．しかし，外殻タンパク質の計算は

分子の原子座標を計算しなければならない．

周囲の水を含め数百万個の原子を扱わざるを得ず，ま

具体的に正 20 面体から説明しよう．正 20 面体とは

た，大きな立体構造変化を追うために長時間のシミュ

図 1 のように正 3 角形 20 枚を表面とする立体である．

レーションが必要となる 2)．そこで，外殻タンパク質

正 3 角形の頂点 1 つと正 20 面体の中心点を結ぶ直線

が対称的分子集合体であることを利用して計算を 1 つ

を軸にして正 20 面体を 360 度の 5 分の 1，つまり 72

のセル（空間の単位）に限定する回転対称性境界条件

度だけ回転すると，元と同じ正 20 面体に重なる．つ

が提案された

まり，この直線は 5 回回転軸とよばれる対称性の軸に

3)-5)

．回転対称性境界条件は大幅な高速

化を可能とする有力な計算原理であるが，その実用化

なっている．正 20 面体には 12 本の 5 回回転軸があり，

には特殊な関係式が必要である．以下，計算原理，お

他にも 20 本の 3 回回転軸，30 本の 2 回回転軸がある．

よび実際の応用計算について紹介する．

これらを軸とする回転は「正 20 面体群」の回転とよ
ばれ，全部で 60 個あり，正 20 面体を不変に保つ．ウ

2. 計算原理

まず，周期的境界条件について復習したい．周期的
境界条件は，結晶など，多数の同じ分子が並進対称性
をもって整列している系に用いられる．すべての分子
が完全に等価であると仮定すると，1 つの分子中の原
子座標と速度から，系のあらゆる原子座標と速度を決
定することができる．したがって，計算を 1 つの分子
に限定して系全体の計算を代表させる．これが周期的
境界条件である．その際，計算を行う分子と周囲の分

図1
正 20 面体表面．左）任意に選んだ 5 回，3 回，2 回回転軸を数字
で，1 つのセルを黒色で示した．右）部分表面の展開図．数字は
セル番号を示す．セル 1 と 8 の間の切れ目をつなぐと立体的な 5 回
回転軸ができる．

子の間の相互作用を計算するためには，本来，周囲の
分子の原子座標を並進操作によって計算しておく必要
がある．しかし，並進は座標に定数ベクトルを加算す
Rotational Symmetry Boundary Condition
Shigetaka YONEDA
School of Science, Kitasato University
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イルス外殻タンパク質のように正 20 面体群の回転で

よりセルは回転行列と 1 対 1 に対応して，60 個存在

不変に保たれる系は，正 20 面体でなくても「正 20 面

し，回転行列 Rc の番号 c をセルの番号として用いる

体対称性をもつ」という．次式のように正 20 面体対

ことができる．

称性をもつ系の 1 つの点の座標のベクトル x0 に正 20

1 つのセルに含まれている外殻タンパク質はセルか

面体群の回転をほどこすと等価な点の座標 xc が得ら

ら部分的にはみ出しているのが普通である．また，た

れる．

とえば下で議論する口蹄疫ウイルスの場合，1 つのセ
ルは 4 本のペプチド鎖，低分子，水分子を含む．これ
（1）

xc  Rc x0

ら雑多で少しセルからはみ出した分子のワンセットを
分子単位とよぶ．分子単位の番号は分子単位の大部分

ただし，Rc は正 20 面体群の回転を表す行列であり，

の原子が位置するセルの番号に等しくしておく．つま

添字 c は 0 から 59 までの番号とする．単位行列も正

り，分子単位 c の大部分はセル c 内にある．逆に，セ

20 面体群の回転の 1 つだが，その添字は特に 0 とす

ル c 内の分子構造は分子単位 c の大部分とその他の分

1

子単位の断片の混合物である．

る（R0）．Rc の逆行列（逆回転の行列）Rc も正 20 面
体を不変に保つので正 20 面体群に属し，Rc1  Rd とか

分子単位は凸凹した表面を持ち，多数のセルに広

けるような 0 から 59 までの番号 d がつねに存在する．

がって他の多数の分子単位と接触する．そのため，分

c と d の対応関係は表にまとめておくことができる．

子単位の間の相互作用算出のためには，接触しうる広
い領域の多数の原子を考慮しなければならない．これ

正 20 面体対称性の系は等価なセルに分割できる．
いろいろな形状のセルがあり得るが，図 1 と図 2 に

に対し，表面がなめらかなセル内構造について計算を

示した四角錐形のものが典型的である．セルに番号を

行えば，相互作用を隣接する少数のセルに限定するこ

つけて識別するには，まず，どれか 1 つのセルの番号

とができる．したがって，高速な相互作用計算をする

を 0 としておく．セル 0 内の 1 つの原子の座標を x0

にはセル内構造を用いることが望ましい．しかし，セ

とすれば，1 式の xc は他のセル内の等価な原子の座標

ル内構造は分子単位の断片の混合物であるため，セル

であり，そのセルの番号を c とする．すなわち，1 式

内の原子がどの分子単位に属するかを決定する方法が
必要である．なぜなら，共有結合は基本的には同じ分
子単位の原子の間で形成されるので，共有結合を正し
く処理するためにどの分子単位に属するかを把握して
おかなければならないからである．
私たちが開発した回転対称性境界条件のプログラム
は，通常の周期的境界条件のプログラムと同様に，分
子単位 0 に属する原子の座標を配列に記憶する．その
座標を用いれば原子が位置するセルの番号 c を決定で
きる．そこで，次式のように Rc1 を原子座標（xc）に
かけて，セル 0 内の原子座標を得る．
x0  Rc1 xc

（2）

分子単位 0 のすべての原子についてこの操作を行う
と，図 3 のように，なめらかな外形をもつセル 0 内

図2
回転対称性境界条件によるライノウイルス外殻タンパク質の分子
動力学シミュレーション．数字は回転軸を示す．対称性中心から
8.3 nm-19.0 nm の範囲にある水の層から水分子が脱出しないよう
に動径方向に半調和井戸型ポテンシャルを加えているので，水分
子は対称性中心に近づかない．四角錐の枠はセルを示す．四角錐
の底面も描いたが，本来は側面だけで区切られた領域がセルであ
る．見えづらいがタンパク質原子の多くは側面からはみ出てい
る．外殻タンパク質内部は核酸がないので，この計算はウイルス
が大量に産生する天然空洞外殻タンパク質に相当する．周期的境
界条件とは異なり，セルの辺長がカットオフ半径の 2 倍以上であ
る必要はない．

の原子座標が得られる．この操作を「切り埋め」とよ
ぶ．私たちは「切り埋めで得られた原子座標の分子番
号は Rc1  Rd を満たす番号 d に等しい」ということを
導出し，「分子単位番号の式」という関係式にまとめ
た．これによりセル内の原子がどの分子単位に属して
いるかを決定でき，セル内構造を用いた回転対称性境
界条件の計算が可能となった．
私たちが開発したプログラムの実行手順は他の多く
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口蹄疫の病原である口蹄疫ウイルスもピコルナウイ
ルスに属する．口蹄疫は，平成 22 年，九州で大流行
して日本でも有名になったが，国外に目を向けると数
年おきに大被害を繰り返す重大な家畜病として昔から
知られている．現在，有効な薬物は存在せずワクチン
も微力なものしかない．したがって，有効な治療法，
特に予防薬の期待は大きい．口蹄疫ウイルス外殻タン
パク質表面には FMDV ループとよばれるループがあ
り，その中の Arg-Gly-Asp（RGD）配列が宿主レセプ
ターのインテグリンと特異的に結合する 1)．したがっ
て，RGD と FMDV ループの構造は口蹄疫ウイルスと
インテグリンの結合を阻害する薬物設計のために重要

図3
切り埋め操作．セル 0 にはいくつかの分子単位が進入している．
分子単位 0 の原子の座標に 2 式の回転行列をかけると，セル 0 内
の原子（黒色）の座標が得られる．

である．しかし，FMDV ループは大きく揺動するた
め天然溶液中では構造決定されていない．ただし，O
型 口 蹄 疫 ウ イ ル ス を 還 元 溶 液 中 に 入 れ る と FMDV
ループのつけ根のジスフィルド結合が切断されて構造

の分子動力学シミュレーション・プログラムと同様で

変化がおき，FMDV ループは外殻タンパク質表面に

あり，対称性に関してユーザーが特別な作業をする必

固定されて，その X 線構造が得られている（ダウン

要はない．回転対称性境界条件を用いれば，外殻タン

ポジション）．問題は天然溶液中での構造であるが，

パク質全体を単純に計算する場合に比べ 100 倍程度高

ダウンポジションとは異なる方向を向いて大きくゆら

速な計算ができる．

いでいるという仮説（アップポジション仮説）が提案

回転対称性境界条件は正 20 面体対称性以外の回転

されている．ただし，実験的根拠は乏しい．私たちは

対称性にも応用可能である．たとえば，グリコーゲ

ダウンポジションを初期座標としてシミュレーション

ン・フォスフォリラーゼの結晶（PDB-ID: 8GPB）の

を開始し 8)，計算中でエネルギー関数を差し替えるこ

辺長約 12 nm の直方体の単位格子は非対称単位とよ

とによりジスフィルド結合を形成させ 9)，天然溶液中

ばれる 8 つの小空間に分割することができる．その中

での FMDV ループの位置と揺動を解析した．その結

にそれぞれ 1 個のグリコーゲン・フォスフォリラーゼ

果，ループはアップポジション仮説が主張するように

分子が回転対称性の 1 種である P43212 対称性にした

大きくゆらいでいたが，その方向は，ダウンポジショ

がって含まれている．この系についても，私は非対称

ンともアップポジションとも全然異なることが示され

単位をセルとして用い，回転対称性境界条件により実

た．得られた結果は FMDV ループをゴムチューブと

際にシミュレーションを行った ．

みなすと力学的に必然的と思われ，実験的根拠の乏し

6)

いアップポジション仮説に対する有力な反論となると

3. ピコルナウイルス外殻タンパク質の計算

考える．また，RGD の Arg と Asp の側鎖は互いに反

ピコルナウイルスは 1 本鎖 RNA 遺伝子をもつ動物

対方向を向き，RGD の C 末側には約 10 残基からな

ウイルスの科であるが，その疑似 T3 型の正 20 面体

るヘリックスが形成され，その側面には約 4 残基の疎

対称性の外殻タンパク質中にはしばしばポケットとよ

水アミノ酸側鎖が並んでクラスターを形成していた．

ばれる空洞があり，疎水性低分子が結合する ．私た

このような構造はインテグリンのサブタイプ v6 と

ちはピコルナウイルスの 1 つであるライノウイルスの

の結合に特徴的なものとして知られており，口蹄疫ウ

外殻タンパク質について回転対称性境界条件による分

イルスは v6 を識別するという最近の報告に整合的

子動力学シミュレーションを行ってポケットに結合し

である．口蹄疫ウイルスの実験は日本では防疫上の困

た薬物の運動を解析した（図 2） ．薬物の長軸方向の

難があるが，今後も組織特異性の解明と結合阻害剤の

振 動 が 大 き い こ と， ま た， 外 殻 タ ン パ ク 質 全 体 が

開発に関して，可能なら国外との協力を含めて研究を

10 ps 程度の周期で固有の振動をすることがわかった．

深めていきたい．

1)

7)

外殻タンパク質は水の浸透性があり，1 ns 以下の短い

シミュレーション以外の，たとえば，ウイルス外殻

時間スケールで外殻タンパク質の内部外部を行き来す

タンパク質の立体構造予測にも，回転対称性境界条件

る水分子が存在することも示された．

は有用である．私たちは，正 20 面体対称性をもつウ
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イルス外殻タンパク質向けの立体構造予測プログラム

回転軸まわりのペンタマー領域をもセルとして使える

を開発し，ライノウイルス外殻タンパク質の X 線構

ような修正をプログラムに加えているが，これにより

造からポリオウイルス外殻タンパク質の構造を予測し

5 回回転軸の対称性が消失するので，脱殻に関連した

た ．

イオンの運動が解析できる．また，現在，静電相互作

10)

用計算のために 2 nm-3 nm のカットオフを用いている

終わりに

4.

が，多重極子近似や反応場の方法を取り入れることも

ウイルスのような巨大系のシミュレーションを実現

課題と思われる．今後，回転対称性境界条件が広く使

するためには超高速計算機を長時間使用するというの

われるようにプログラムを整理し公開していく方針で

が直接的な道筋である ．また，対称性を考慮して基

ある．

2)

準振動解析の自由度を減らしたり，粗視化近似により
抜本的に巨大かつ長時間の計算をめざすという研究も
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転軸近くに 1 つの原子が近づくと，その等価な原子も

のシミュレーションでは回転軸の影響は目立たず，X

plate 260).

線解析の座標と温度因子は計算でよく再現されてい
る．また，セル内のループの運動や薬物結合などは回

286.

転軸から遠い現象であり，特異性の影響は小さいと思
われる．

10)

ただし，回転軸に近接した部分での特異性が無視で

Yoneda, T. et al. (1999) J. Mol. Graphics Modell. 17, 114-119.

きない場合もありうるのは確かである．たとえば，5
回回転軸上にはイオンが分布していて脱殻（外殻タン
パク質が大規模変形をおこし，内部核酸遺伝子がおそ
らく 5 回回転軸を通って放出される現象）の際に何ら
かの機能をもつといわれているが，現状のセルを用い
る限り 5 回回転軸上のイオンは扱うことができない．
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現在，私たちは全体構造の 12 分の 1 の大きさの 5 回
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青少年のためのAsakura-Oosawa理論入門
秋山

良

九州大学大学院理学研究院化学部門

シリンダー（の底面）のみに注目すれば，それらの間

1. はじめに

には実効的に引力が働いていると看做せる．この現象

それは 2001 年 3 月のある晴れた日のことであった．

は，『ピストンを引くことでできた真空領域と外側の

Cornell 大学における Lekkerkerker 教授の集中講義で次

非真空領域の圧力差が原因であり，その真空領域を減

のような美しいアイディアに出会った．
『高分子溶液

らすようにピストンが動いた』とも説明できる．実

中の 2 つの巨大分子間には，たとえそれらが直接引き

は，これら 2 種類の領域があると看做すことが AO 理

合っていなくとも実効引力が働くことがある．定積過

論の核心部である．この後の Step 2 では，
『一見する

程で考えるならば，それらの巨大分子間に働く（実

と均一に思える領域内に 2 種類の領域を見いだすセン

効）引力はエントロピー変化により駆動される．図 1

ス』に注目してほしい．そのようなモデル化は 2 相近

に示されるように，巨大分子が互いに近づき会合する

似とよばれる．（この 2 相近似のアイディアは，高分

ことで高分子の配置空間が増加し，配置のエントロ

子電解質の理論などでも重要である．
）

ピーも増える．これが駆動力となる．
』

さて，高校基礎レベルの問題を 1 つ出題する．

『エントロピーの増加とは乱雑さの増加である』と
生半可な理解をしていた筆者が，上記の考え方を了解
したときの衝撃はいまだに忘れられない．その上，そ
れが約 50 年も前に 2 人の日本人（しかも，生物物理
の著名人ら）によって提案された相互作用であるこ
と 1) に加え，生物科学，たとえば細胞質の混み合い問
題 2) から，界面科学 3)，相転移と臨界現象 3) にまで広
がる研究テーマたちの出発点の 1 つであることまで
知ったときには自らの迂闊さにあきれた．
この小論の主題は上述のエントロピー力（枯渇相互
図1
高分子溶液中の 2 つの巨大分子．●で示される巨大分子の周囲の
実線の内側は，高分子の中心を配置できない空間（排除体積空間）
である．高分子の配置可能な空間は（a）の方が広い．そのため，
高分子の配置のエントロピーは左図の方が大きい．なお，高分子
のサイズを点線で書いた．

作用）に関する Asakura-Oosawa 理論（AO 理論）の紹
介である ．まず，その本質は高校レベルの知識で十
1)

分実感できることを示したい 4)．次に，大学初年度程
度の化学熱力学の言葉で論じ直す．さらに，おもに物
理や化学を専攻する学生のためにカノニカルアンサン
ブルで導出を行い統計力学の言葉で読み直す．最後に
ヴァリエーションを 1 つ紹介したい．
2. AO 理論再訪
2.1 節

高校レベルの知識で再訪する

［Step 0］図 2a のような底をふさいだ注射器のピスト
ンを引っ張るには力がいる．そして図 2b の状態で力

図2
気体中の注射器．気体分子が●で示される．

を抜けば図 2a の状態に戻る．このとき，ピストンと
The Young Person’s Guide to the Asakura-Oosawa Theory
Ryo AKIYAMA
Department of Chemistry, Kyushu University
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問 1．図 2a，b のようにピストンを位置 0 から x まで

の近傍にも●の中心を配置できない

準静的に（＝ゆっくり）引っ張るために必要な仕事

のピストンの内側に相当する）と

W を求めよ．ただし，気体の圧力 P gas( P ex) を使わず

のピストンの外側に相当する）ができていることに注

に書け．引っ張ることによる真空領域の増加量を Vex

意されたい．そして，2 つの円板の間隔 x が高分子よ

とし，気体の状態方程式は P V

りも小さい間は，x の増加とともに真空領域が増加す

gas

gas

 N kBT とせよ．
gas

真空領域 （a

非真空領域 （a

ここで V gas は気体の体積，N gas は分子数，kB はボルツ

る．（いくつかの円盤間隔で作図して，排除体積の大

マン定数，T は温度である．

きさを比較せよ．）a と b で形状に違いがあっても， 非

答 1．圧力差に抗して行われた仕事は W  P Vex で

真空領域

ある．状態方程式を用いて P

ていることに変わりはない．このことに気がつくか否

gas

gas

を消去すると

からの

圧力

に抗して熱力学的仕事をし

かが理解の分かれ目である．さらに 2 枚の円盤を太ら
W  kBTVex

（1）

せて 2 つの球（＝巨大分子）に変化させる（図 3c）．
このときも，図 1 に示したように巨大分子の

となる． は数密度，すなわち   N gas/V gas である．

積

実体

の外側にある高分子に対する排除体積を表す線の

内側は高分子の中心を配置できない純溶媒領域，いわ
物質量の単位をモル単位ではなく分子数単位で状態

ば高分子の

方程式を書いたものの，内容は高校物理の範囲であ

真空

領域であるが，その領域の重なり

が x に依存するのは一目瞭然である．

る．
（なお，アボガドロ数を NA，気体定数を R とし

ここで，Point 1 を思い出そう．その真空領域を減

て，NAkB  R である．）以上のことが了解されていれ

らす方向に巨大分子は動く．図 1a と図 1b を比べる

ば，AO 理論を自然に受け入れ，計算することもでき

と，真空領域が小さいのは 2 つの巨大分子が接してい

る．以後の説明のためにポイントを整理しておく．

る図 1a である．巨大分子が十分離れるにしたがって
真空領域は大きくなる．これは，排除体積の重なりが

Point 1：真空領域を減らす方向にピストンとシリン

減るからである．結局，自発的な状態変化は，図 1b

ダーは動く．原因は真空側と外側の圧力差である．

から図 1a の方向へと進むであろう．したがって，た

Point 2：等温定圧条件下においては真空領域を準静的

とえ巨大分子同士が直接引き合わなくとも，浸透圧差

に作るための仕事量 W は変化する真空領域の大きさ

で（ピストンとシリンダー底面のように）2 つの巨大

Vex に比例するが，真空領域の形状には依存しない．

分子は実効的に引き合う．（電子付録 5) も参照せよ．
）

（これも，高校レベル．）

さらに，Point 2 を思い出そう．真空領域の形状は
問題でないのだから，2 つの巨大分子を引きはがすた

以下の Step 1，Step 2 で希薄高分子溶液中の巨大分

めに必要な仕事は式（1）で計算できる．なお，等温定

子間に生じる引力を題材として AO 理論を説明する．

圧で巨視的モデルを用いて式（1）を求めたが，全系の
体積が排除体積の変化量に対して十分大きい場合を考

［Step 1］気圧 P gas から浸透圧 P poly への読み替え．

えるならば，この結果は 2.3 節の定温定積条件下での

図 2 の●を高分子に読み替えて，注射器は溶媒分

微視的モデルに基づいた AO 理論の導出結果と一致す

子のみを通す半透性の壁でできていると考える．この
場合，P gasV gas  N gaskBT を希薄溶液の van’t Hoff の法則
P polyV poly  N polykBT に置き換えることで，問 1 と同様に
仕 事 W に 対 し て 式（1） が 得 ら れ る． た だ し， は
  N poly/V poly であり，N poly は高分子の数，V poly は溶液
の体積と読み替える．
［Step 2］シリンダーとピストンの形状を変化させる．
今度は，図 3 の a → b → c のように半透性のシリン

図3
注射器から 2 枚の板，2 つの巨大分子へという形状変化と実効ポ
テンシャル．
（b）や（c）の場合には高分子サイズに対応した排除
体積も実線で示した．
（a）の場合には排除体積は考慮せず，また
高分子がシリンダー内に流れ込む前までしか引っ張らないものと
して書いた．

ダーとピストンを形状変化させて 2 つの球状巨大分子
の形状にする．すなわち，図 3a のシリンダーの底面
とピストンの 2 枚の円板の部分だけを残して円管状の
部分をなくすと，図 3b のようになる．それぞれの板
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る．したがって，定圧過程で考えるならば高校生でも

温定積条件で実効力（実効ポテンシャル F (x) の位置

AO 理論を定性的に理解できるだけでなく，計算でさ

微分）を求めている原論文を，学部の統計力学の初歩

え実行できるのである．

の知識と技術で容易に理解できる．この節の内容は教
科書 6) の

問 2．適当に直径などを定義して，図 1 の仕事 W の

理想的系

や

相互作用のない系

などの

章での演習問題としても適切である．

巨大分子間距離依存性を求めよ．解答は電子付録 を

剛体である巨大分子間の距離 x をパラメータとして

5)

参照せよ．

固定する．自由エネルギーの x 依存性を求めるため
に，温度 T，体積 V，高分子数 N で指定される

2.2 節

ニカル

大学初年度の熱力学の言葉に直す

大学初年度の（化学）熱力学 6) では自由エネルギー

分配関数を計算する．溶媒分子を無視する

と 5)，高分子に対する

という概念が登場する．状態 1 から 2 への全系の自由

Z N ( x ) =

エネルギー変化 F21  F2  F1 は，温度一定の条件で状

カノ

態 1 から 2 へ変化するときに系が外部に行う準静的な

1
N ! h3N

カノニカル

分配関数 6) は，

ò∫ exp[-−H ( x )]dp

N

dr N

（4）

仕事（最大仕事） W と F21  W の関係にある．等温定

である．系を特徴づけるハミルトニアン（系のエネル

積条件下なら Helmholtz の自由エネルギー，等温定圧

ギー）H(x)5) は，

条件下なら Gibbs の自由エネルギーが対応するが，系

N

H ( x ) = å∑

の状態が対応していれば，自由エネルギーの変化量は

i =1

同じである．

pi2
+ U i ( x )
2m

（5）

前節で求めた仕事 W に関する式（1）は，対応する

である．また，m は高分子の質量，h はプランク定数

過程の F21 に対応する．ここで，巨大分子間の距離

である．ここで dp  dp dp ... dpN, dr  dr dr ... drN で

x が大きくなるにしたがって， 真空

領域は増え自

あるが，pi は高分子 i の運動量，ri は高分子 i の位置

由エネルギーも次第に増える．つまり，自由エネル

である．Ui(x) は，高分子 i と巨大分子の間の相互作

ギーは 2 つの物体の配置 x に依存するので F(x) と書

用で剛体モデル（単に『高分子と巨大分子が重ならな

ける．そこで，実効ポテンシャル F (x) を

いモデル』にあたる．
）を採用する．高分子同士の相

N

N

互作用は希薄であるため無視するが，これは理想気体


F (x)  F(x)  F(x)

（2）

と同様なモデル化にあたる．まず，運動量に関する
1 分子あたりの積分は簡単（Gauss 積分）で，

と定義しよう．（以後，F(x) を F() のように書

3

 = (2 k BTm)2

く．）F21 で十分離れた状態を状態 1 とし，それを基

（6）

準（ゼロ）と考えればよい．ここで，
F
―  P
V

である．ただし，この  には x 依存性がないので，
（3）

後の式（9）の引き算で消えてしまう．一方，位置に関
する積分は x 依存性をもつ．高分子同士の相互作用を

であったことを思い出そう．両辺に面積をかければ，

無 視 し て い る た め， 高 分 子 1 つ に 対 す る 配 置 積 分

左辺は，F (x) の位置による微分，右辺は力にマイナ

Q(x)5) の積で表わせる．ここで，Q(x) は，

ス符号を付けたものになる．したがって，F (x) を実
Q ( x ) = ò∫ exp(-−U 1 ( x ))dr = V -−Vex ( x )

効ポテンシャルと定義してもよいだろう．詳細が気に

（7）

V

なる方は電子付録 を参照してほしい．
5)

もう 1 つコメントしておこう．高分子を理想気体と

である．この Vex(x) は 2.1 節で扱った排除体積である．

同様なモデルで扱うならば，図 1 の a と b で変化して

Helmholtz の自由エネルギー 6) は，分配関数 ZN(x) を

いるのはエントロピーである．

用いて F(x)  kBT lnZN(x) と表すことができるので 6)，

2.3 節

カノニカル

F ( x ) = -−k BT ln

分配関数から導出する

ここまでで得られた結果を原論文 1) のように統計力

 N Q N ( x )
h3N N !

= -−Nk BT lnQ ( x ) -− k BT ln

学の初歩の言葉で述べることにする．なお，この節を
飛ばしても 3 節は理解できるが，本節に取り組めば定

N
h3N N !

（8）

となる．巨大分子が十分離れた場合を基準として，
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分 子 は， タ ン パ ク 質 と リ ガ ン ド に 形 状 変 化 さ せ る

F ¥∞ ( x ) = F ( x ) -− F (¥∞)
æ
Vex¥∞ ( x ) ö÷
÷
= -−NkBT ln çç1 -−
çè V -−Vex (¥∞) ø÷÷

（図 4）
．溶媒分子の半径を用いて，排除体積を考え直
す．  N/V を液体の密度まで上げれば，液体中の溶

（9）

質間相互作用の近似式を式（1）が与えるかもしれない


ex

と書ける ．ただし，V (x)  Vex(x)  Vex() と定義す

という想像ができる 4)．すなわち，Vex さえ求めれば，

る．この式は，熱力学極限（数密度を一定にしたま

溶液内の生体分子間相互作用も計算できる近似理論の

ま，Vex() に対して系の体積 V を大きくする極限）を

存在を予想できる．筆者らは，この大胆すぎる近似理

考えることで，容易に 2.1 節の式（1）に帰着できる ．

論をミオグロビンなどのタンパク質によるキセノンの

5)

5)

分子認識問題に適用した．結果は意外にも素晴らし
問 3．式（9）から式（1）を導け．解答は電子付録 5) を

かった 9)．

参照せよ．

液体の密度では溶媒分子間の相互作用は無視でき
ず，溶媒分子の分布は溶質周囲で不均一である．それ

式（1）と（9）の小さな差は，定積過程故に排除体積

にもかかわらず，密度  の均一分布を仮定して求めた

が増加すると小さな圧力上昇があるからであり，系を

AO 型理論でもタンパク質と疎水性小分子が接してい

大きくすれば消える．しかし，自由エネルギーをエン

る場合には，認識サイトやその安定性を半定量的に予

トロピー項とそれ以外に分割した場合は，定圧と定積

測できるようである．熱測定によれば薬物の生体分子

で大きく変わる．すなわち，2.1 節では浸透圧差で考

による認識はしばしばエントロピー駆動であり，実験

えたのに対して，本節では高分子の配置のエントロ

と AO 型理論との整合性はよい．このことからも，溶

ピー差という描像になった．この違いは高分子に対す

液内分子認識の問題における溶媒分子の配置エントロ

る理想気体的なモデル化に由来する．定圧過程では，

ピー効果の重要性がわかる．なお，2.1 節と 2.3 節の

高分子溶液の浸透圧を P ex に保つために容れ物のふた

描像の違いを考慮すると，定圧条件下での実験結果を

が移動して高分子の配置空間は結局変化しない．その

理解するために，部分モル体積変化や溶液の圧縮率な

ため，エントロピー変化量はゼロとなる．そして，自

どを考える必要がある．詳細は Ref. 7 にゆずる．

由エネルギー差はすべて PV 仕事として観測される．

直接の分子間引力をすべて無視して，溶媒分子の配

一方，定積の場合は系の体積が固定されているため，

置エントロピーに軸足をおいた上記の解析 9) は，『溶

すべてエントロピー変化になるのである 5)．

液内の実効相互作用や構造は，分子間引力ではなく，

原著論文では実効力を求めているが，この節では，

おもに構成分子間の斥力相互作用が決定している．
』

式（1）に合わせて実効ポテンシャルを求めた．その

とする van der Waals 描像 10) を踏まえればそれほど奇

ため式（4）の分母に N! が露に出てくる．それに対す

異なことではない．AO 型理論はこの描像に基づく最

る考察は，AO 理論の要点である純溶媒領域と高分子

もシンプルな近似と捉えることもできよう．ここを起

溶液領域の 2 相への分割を行う

の意味を明確に

点に液体論への繋がりを見いだすこともできると考え

見えない半透性の

られる．ここで見た AO 型理論では定量性は不十分だ

する．すなわち，相の境界には
壁

壁

がある．この壁は高分子が大きさをもつことに由

来するが，N 個の高分子を区別しない
この

壁

壁

である．

はこうした物理的意味をもつため，分母に

N! をつける必要が生じたのである．この議論に量子
論は無関係である．その辺りで悩まれる方には Ref. 8
を紹介する．なお N! の有無は実効ポテンシャル F (x)
には結果的に影響しないこともここで指摘しておく．
（式（8）と式（9）を比較せよ．
）
3. 高分子を溶媒分子に読み替える
図4
タンパク質（P）へのリガンド（L）の吸着．リガンド位置によっ
て排除体積空間の大きさが異なる．大きい順に C, B, A である．す
なわち排除体積空間が最も小さくなる場合は，リガンドが認識サ
イトに入っている A の場合である．この図では●は溶媒分子を表
している．実際の溶媒分子の充填率はもっと高い．

AO 理論で学ぶべきことは 2 相近似の考え方であろ
う．これを他の場面に応用する例を 1 つだけ紹介す
る．N 個の高分子を N 個の溶媒分子に読み替える．
すなわち浸透圧から圧力に戻す．そして，2 つの巨大
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が，木下らの剛体モデルに基づくタンパク質の天然構
造の安定性に関する高精度な理論的研究

11)

3)

Anderson, V. J., Lekkerkerker, H. N. W (2002) Nature 416, 811815.

を遠望す

4)

るための展望台になるであろう．

秋山

良ら (2006) 熱測定 33, 104-113. 少し異なる角度から

の解説．

本研究の一部は科研費（20118007）によって行われ
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田 陽 二 博 士，2001 年 の Frank and Robert Laughlin Lectures において印象的な講義でコロイド科学の面白さ
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Chandler, D. et al. (1983) Science 220, 787-794.

11)

木下正弘，原野雄一 (2006) 生物物理 46, 214-219.

Young Person’s Guide to the Orchestra という似たタイト
ルの曲がある．編集委員会からの要求にはおおむね答
えたつもりだが，広大な AO 理論の最先端についても
述べるにはあまりにも紙面が限られている．今回の A
Theme by Asakura and Oosawa に続く Variations and Fugue
を夢見て筆を置く．
文
1)

献

秋山 良

Asakura, S., Oosawa, F. (1954) J. Chem. Phys. 22, 1255-1256.
広 が り は， 引 用 し て い る 1205 報（2010 年 3 月 15 日 現 在）

2)

の文献のタイトルを見てほしい．
Hall, D., Minton, A. P. (2003) Biochem. Biophys. Acta 1649, 127139.
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共役（特に輸送体による輸送に関して）
Coupling
輸送体による基質の輸送が，他の反応や輸送と同
時に起こること．たとえば ABC 輸送体が基質を輸
送する際には ATP の加水分解が起こり，二次性能
動輸送体が基質を輸送する際には，イオンが濃度
の高い側から低い側へ輸送される．
（5 ページ）
（島村ら）
（線形）応答関数
Response function
入力が微弱な際に，入力と出力の間の関係を表す．
線形システムの出力は，過去の入力に対する応答
（パルス応答）の重ね合わせで記述できる．パルス
応答関数のフーリエ変換が本稿で使用する周波数
応答関数である．（15 ページ）
（水野ら）
（第一種）揺動散逸定理とその破れ
Fluctuation dissipation theorem and violation
熱力学的平衡状態にある系が外部から受けた摂動
に対する応答（AMR）と，同じ観測量の自発的な
ゆらぎ（PMR）の統計的性質との間の関係を示す
定理．この関係式が破れるときに系は非平衡状態
にあることがわかり，その破れ量は注入されたエ
ネルギーに関係する．
（16 ページ）
（水野ら）
CREB
cAMP response element binding protein
2 量体を形成して転写調節因子としてはたらく．
ファミリータンパク質として複数種の CREB タン
パク質が存在する．このうち CREB1 は，cAMP な
どの細胞内シグナル反応経路において活性化され，
転写促進にはたらき，長期記憶形成の際の新規遺
伝子発現に必要なことが知られている．
（18 ページ）
（定本ら）
in situ hybridization 法
組織内において，どの細胞で遺伝子発現が起こっ
て い る の か，mRNA の 局 在 を 調 べ る 方 法．DIG

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

（digoxygenin）や蛍光分子で標識した相補鎖 RNA
プローブを作成し，組織内で特定 mRNA に結合さ
せて検出する．（19 ページ）
（定本ら）
リアルタイム PCR 法
PCR 産物を蛍光ラベルすることで，指数関数的増
幅領域において PCR 増幅をリアルタイムに測定し，
DNA あるいは cDNA の定量を行う方法．最適条件
下では，数コピーといった微量サンプルの絶対定
量も可能である．
（19 ページ）
（定本ら）
ハンドオーバーハンド
Hand-over-hand
ミオシン V の 2 本の足は等価だが，それらがアク
チンフィラメントに結合すると，前足と後ろ足に
役割が分かれる（図 2）
．ハンドオーバーハンドと
は，1 歩進むごとに 2 本の足がこの役割を交代さ
せることを表す．ハンドオーバーハンドで歩くた
めには，前足がアクチンに結合したままでいると
きに，後ろ足がアクチンから解離して，前足を超
えて前方に運ばれる必要がある（前足の回転によ
り）
．後ろ足がアクチンから解離するためには，後
ろ足から ADP が解離し，新しい ATP が結合しなけ
ればならない．他方，前足がアクチンに結合した
ままでいるためには，ADP が解離しないか，ADP
が解離しても新しい ATP が結合しないことが必要
である．実際には，前足から ADP は解離しない
（解離は起こり得るのだが，非常に遅いため，ADP
が解離する前に，前足は後ろ足になる）
．
（24 ページ）
（安藤ら）
Tanimoto index
おもに創薬分野で使われてきた配列類似度で，配
列同士が完全に一致する場合 1，まったく一致し
ない場合は 0 となる指標．一般的に（要素が実数
の場合）配列をベクトルとして扱うが，特に，各
要素が相互作用の有無といった 0，1 ビットの場
合，共通ビット数をビット和の数で割ったものと
なる．
（29 ページ）
（内古閑ら）
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SnO2透明電極を用いた光受容タンパク質の
プロトン移動解析
田母神淳1，菊川峰志2
2

1
松山大学薬学部生物物理化学研究室
北海道大学大学院生命科学院
（生命融合科学コース）生物情報解析科学研究室

おのおのが対極になるように配置させた電気化学セル
を作製する．一方の電極には，試料を吸着させ，もう
一方は，参照電極として使用し，また，2 枚の電極間
は，電解質溶液と低濃度の緩衝剤を含む溶液で満たさ
れている．試料を吸着させた電極面の方向から光を照
射し，タンパク質を励起させ，そのときにタンパク質
内外でのプロトンの出入りにより電極表面で発生する
プロトン濃度変化を検出するという方法である．われ
われは，溶液中での pH 変化と発生する電位変化との
間には比例関係が成り立つこと，また，タンパク質か
らのプロトン移動に伴う信号強度は，加えた緩衝剤の
濃度に反比例し，小さくなることから，SnO2 透明電
極は pH 電極として機能することを確認した 2)．この
測定系の特徴は，通常，使われる pH 電極と比べて，
検出感度が非常によい点である．そのため，低濃度で
あれば，緩衝剤を含む条件下でも，プロトン移動に
よって起こる pH 変化を測定することができ，幅広い
pH 条件下での測定が可能である．これは，上述した
pH 感受性色素の欠点を補完する性質である．
一方，次に問題となってくるのは，この系により検
出される信号の応答時間がどれだけ正確に測定できて
いるかという点である．この点を明らかにするため，
われわれは，フォトサイクルの完結する時間が異なる
BR のさまざまな変異体を使い，プロトン移動の時間
変化を，pH 感受性色素，SnO2 電極測定法の 2 つの方
法で調べ，両者の時間変化の比較を行った（図 1a）．
その結果，現在使用している測定系では，およそ 10
ミリ秒から数 100 ミリ秒の時間領域において，プロト
ン移動に伴う pH 変化を正確に測定できることが明ら
かとなった．10 ミリ秒よりも早い時間領域や，数秒
オーダーの遅い時間領域における応答の改善について
は，今後の課題であり，現在，その改良に取り組んで
いる．このように，若干の改善課題はあるものの，閃
光照射で引き起こされる 1 回のフォトサイクルの過程

. はじめに

多くの生物種に存在するタンパク質において，プロ
トン移動は機能発現に重要なメカニズムの 1 つであ
る．特に，光受容タンパク質であるレチナールタンパ
ク質では，光吸収によって起こる光化学反応サイクル
（フォトサイクル）の過程で，プロトン移動が起こる
ことが知られており，この過程はレチナールタンパク
質の機能において重要な役割を果たしている．本稿で
は，こうしたタンパク質におけるプロトン移動を調べ
るための 1 つの有用な方法として，SnO2 透明電極を
用いた測定手法について紹介したい．
. SnO2 透明電極

フォトサイクル中に起こる過渡的なプロトン移動を
調べる方法として，従来，いくつかの方法が知られて
きた．1 つの方法としては，プロトン移動に伴う溶液
中での pH 変化を pH 電極を用いて測定するという方
法があげられるが，この方法では，電極の感度の低さ
や応答時間が遅いことなどが問題となり，フォトサイ
クルのような早い時間帯で進行するプロトン移動を調
べるには適していない．一方，もう 1 つの方法とし
て，pH 感受性の色素を用いるという方法があげられ
る．しかしながら，この方法では，高い時間分解能で
プロトン移動に伴う pH 変化を追跡できる反面，色素
のもつ pKa 付近の pH 条件下でしか測定を行うことが
できず，測定範囲が限られてしまうという問題点があ
る．こうした相互の問題点を克服する方法として，わ
れわれは，SnO2 透明電極を用いた測定方法に注目し
た．この方法は，小山・宮坂らによる SnO2 電極にバ
クテリオロドプシン（BR）を吸着させ，光を与える
と，電流が観測できるという報告が発端である 1)．こ
の方法では，ガラス基板の表面に導電性物質である酸
化スズ（SnO2）をコーティングした電極 2 枚を使って，

Analysis of the Photo-induced Proton Movement of Photo-receptor Proteins by Tin-oxide (SnO2) Transparent Electrodes
Jun TAMOGAMI1 and Takashi KIKUKAWA2
1
College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University
2
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido University
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でのプロトン移動を高感度に検出する測定系の構築に
成功した 2)．

で起こる光誘起 pH 変化の大きさ）をプロットしたグ
ラフであり，プラス値は，タンパク質から溶液中への
プロトン放出，マイナス値は，溶液中からタンパク質
内へのプロトン吸収をそれぞれ意味している．このプ
ロットに対する解析から，4 つの pKa 値が算出される．
算出されたそれぞれの値は，過去に別の実験によって
決定されたプロトン移動に重要な種々のアミノ酸残基
の基底状態や光中間体時における pKa 値とよく一致し
ていた．このように，本測定法を用いることにより，
種々のアミノ酸残基の pKa 値を比較的簡単に精度よく
求めることができることが明らかとなった 2)．また，
以前に pKa の決定のために行われた方法と比べ，本測
定法は，プロトン移動に伴う pH 変化をダイレクトに
測定し，pKa を決めているという点で，より直接的な
pKa 算出手法であるといえる．

. プロトン移動にかかわるアミノ酸残基のpKa の決定

プロトン移動のメカニズムを考える上で，プロトン
移動にかかわる種々のアミノ酸残基の pKa を調べるこ
とは重要である．これは，プロトン移動が起こるため
には，各アミノ酸残基間の pKa が相互に変化すること
が必要であるからである．たとえば，光駆動プロトン
ポンプとして機能する BR では，レチナールシッフ塩
基（SB）のプロトンを受け取るプロトンアクセプター
残基，細胞外側へのプロトン放出を促すプロトン放出
基，脱プロトン化した SB へプロトンを供与し，また
細胞内側からのプロトン取り込みに関与するプロトン
ドナー残基の pKa がフォトサイクルの過程でさまざま
に変化することで，一方向への連続的なプロトン移動
が達成されている（詳しい解説は，文献 3) を参照）
．
こうした種々のアミノ酸の pKa の変化を調べるため
に，過去に多くの実験が試みられてきた．今回，われ
われは，SnO2 電極を用いた測定により，BR のプロト
ン移動にかかわる種々のアミノ酸残基の pKa の算出を
行った．図 1b は，緩衝能が pH によらず一定になる
ような溶液条件の下，さまざまな pH 条件下での閃光
照射時に発生する光誘起シグナルのピーク値（溶液中

. 最後に

これまで述べてきたように，SnO2 透明電極を用い
た測定法は，タンパク質（特に光受容タンパク質）に
おいて生じるプロトン移動を調べる方法として非常に
有効な方法である．特に，微量の試料でも測定を行う
ことができ，簡易的な実験方法でさまざまな pKa 値の
決定を一度に行うことができる点はこの測定系の大き
な利点である．本稿では，古細菌由来のレチナールタ
ンパク質の 1 つである BR を例に述べてきたが，近年
では，BR と同様に光駆動プロトンポンプとして機能
するレチナールタンパク質が，古細菌のみならず，さ
まざまな生物種において発見されてきている．こうし
た新規のタンパク質のプロトン移動やプロトン輸送の
メカニズムの解明において，今後，この方法が威力を
発揮することが期待される．
謝
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図1
（a）SnO2 電極測定法により得られた E204QBR 変異体の光誘起プロ
トン移動シグナル（○プロットは，pH 感受性色素によるシグナル
を表す）．
（b）BR の光誘起プロトン移動シグナルの pH 依存性（○
は，不連続点を表す）
．
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Balashov, S.P. (2000) Biochim. Biophys. Acta 1460, 75-94.
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BIOPHYSICSの活性化に向けて
石渡信一

早稲田大学理工学術院物理学科 / 早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所
（WABIOS）

創刊 6 年を迎えた BIOPHYSICS（BP 誌）を今後ど

2）総説（Review）
：依頼が多いのですが，投稿も歓迎

のようにするか．現状をお知らせし，新方針をまとめ

します．ただし投稿の場合は，事前に編集委員会で適

ます．BP 誌は活用の仕方によってはこれまでにない

否を判断します．依頼原稿には，「生物物理」誌に掲

利点をもつジャーナルです．筆者自身活用しました

載された総説の中で，英訳してでも出版したいものを

が，第 1 に博士論文に必要な論文を迅速に刊行できる

「生物物理」編集委員会が推薦する場合と，逆に BP

こと，第 2 に「長年眠っていた成果を形にできること
（この原稿を執筆中はまだ審査段階なので

活用

編集委員会からお願いする場合があります．1），2）

で

ともに原則として 2 名のレフェリーに査読を依頼して

きたかどうかは未定ですが，いまだに生きている，し

います．

かし適当な国際誌が見あたらない 30 年前の卒業研究

過去 5 年間，毎年 10 数編の投稿があり，そのうち

の成果をまとめました）」などです．

7 編程度が掲載されてきました．最初から増えも減り

BP 誌は，
「日本発のユニークな研究成果の発表の場

もしないという定常状態が続いています．ほとんどは

にすること」
「わが国を中心とするアジア・オセアニア

国内からの投稿ですが，年に数編はインドなどアジア

地区における生物物理学の活動を発信すること」を旗

からの投稿があります（メキシコからもありました）
．

印に，しかし IF（インパクトファクター）については

しかし残念ながら，すべて水準に達していないという

特に意識せず，個性的な情報発信源にしようという意

判定で，採択された論文はありません．

図で刊行されました．アジア生物物理学連合に参加し

当初の出版理念からすると現状に慌てることはな

ている中国，韓国，台湾，香港，インド，豪州の生物

いのですが，アジア・オセアニアにおける生物物理の

物理学会から，Editor に参加してもらっています．ま

発展を視野に入れるとき，このジャーナルが果たすべ

た最近，シンガポールに生物物理学会が設立されたこ

き役割の大きさについて考え直そうという機運が出て

とから，新たにメンバーに加わってもらいました．そ

きました．また，投稿から出版まで科学技術振興機構

のような国際性をめざすとともに，博士号取得のため

（JST）が運営する J-STAGE というシステムを活用して

に短時間での論文受理を必要としている方にも活用し

きたのですが，現システムの J-STAGE2 から J-STAGE3

てもらえる雑誌にしようと考えました．その一方で，

への移行に伴い，投稿数が少ないジャーナルは淘汰し

わが生物物理学会の研究レベルに恥じない論文を掲載

たいというプレッシャーが生じています．また，いつ

したいという，ときには対立する困難を抱えています．

までも IF などの国際的な認知を無視していてよいのか

欧文誌については，生物物理第一世代の方々による

という内部からの希望も強くなりました（毎年 100 万

Adv. Biophys. が 30 年以上にわたって刊行されていま

円程度の経費をかけていることもあり）．

したが，2004 年に廃刊となりました．以来，欧文誌

そこで，現状を打開し活性化を促すために，編集委

の刊行は多くの方々の悲願でもありました．

員会では次のような活動に取り組んでいます．

BP 誌に掲載されている論文の現状をまとめます．

1）原著論文やレビューなどに限らず，さまざまな発

1）原著論文（Article）とノート（Notes）
：Article は一

表形式を導入することによって，多様な国際情報発信

般的な投稿論文で，ページ制限はなく，カラー図を使

フォーラムとしての機能をもたせる．

うことも自由です．Notes は技術的なコメントなど短

2）レビューの依頼を，アジア・オセアニア諸国の研

い論文です．

究者を含めて積極的に行う．

Toward the Activation of BIOPHYSICS
Shin’ichi ISHIWATA
Department of Physics, Faculty of Science and Engineering, Waseda University
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3）「生物物理」誌の解説・総説だけでなく，若手奨励

以内に JPSJ に発表された論文の中から選びます．こ

賞受賞者によるトピックス記事などを英文化したミニ

れにならって，ある年の論文賞は，それ以前の数年間

レビューを依頼する（「生物物理」の原稿を BP 誌用

に BP 誌に掲載された論文を対象とする．ただし JPSJ

に並行して英語化し同時査読する案あり）．

では毎年選考しているわけで（全領域合わせて 2-3

4）年会の総会の折にお話しましたが，年会の予稿は

編），論文の評価を 5 年にわたって行うという意味が

すべて英語化されましたし，シンポジウムの予稿を

あるともいえます．BP 誌の場合それをどうするか．

ちょっと長めにすれば，そのテーマに関する格好の情

数年に一度論文賞を出すのか，毎年出すかという問題

報源ともなりえます（BP 誌冠シンポジウムという案あ

があります．BP 誌で毎年選考する場合には，「該当な

り）
．年会に限らず公的な研究会のために集められた

し」という選択もありということでしょうか．候補は

予稿集は，わが生物物理学会の情報発信源として生か

自薦，他薦で集め，選考は別に設けた論文賞選考委員

すことができるでしょう．各地区支部会の予稿を掲載

会で行います．

するのもよいと思います．このように，「査読なし」

2）若手奨励賞の応募条件として，論文リストに少な

のレポートも含めることで，発表形態を多様化しては

くとも 1 報の BP 論文を要求する．ただし，共著者で

どうでしょうか．

あればよいとします．内容も問いません（このルール

5）Web of Science の IF を取得するために必要な手続き

をきつくすると，BP 論文賞と若手奨励賞のダブル受

について情報収集し，手続きを開始すること．登録は

賞の可能性が高まる？）．この案は，すぐに実現する

早くても 3 年後であることと，申請してからの成果が

ことは無理なので，数年前にアナウンスをする必要が

評価されること（掲載論文の IF 以外に，著者たちが

あ る で し ょ う． 若 手 奨 励 賞 を 受 賞 し た 後 で ミ ニ レ

過去に発表した論文に関する総被引用数なども採否の

ビューを依頼するのもよいのですが，順番を逆にする

判定材料になる）から，もっとも活性化が期待される

と，BP 誌活性化の手段として意味があるだろうとい

来年度はじめに申請をするのがベストではないかと考

う考えです．日本化学会の進歩賞の場合，候補の段階

え準備をしています．

で，主論文を化学会会誌に一報以上発表する必要があ

6）投稿規程の改訂．Editor 陣の充実．

るとのことです．ただし，われわれの若手奨励賞が年

7）レフェリーレポートについては，時間がかかり厳

会における招待講演の中から，優れた講演（内容だけ

しすぎる（細かすぎる）という意見があります．論文

でなくプレゼンを加味する）をした若手に授与すると

の評価のあり方については，BP 誌の役割と目標につ

いう，選考の理念が異なっているという点で，単純な

いての編集理念や方針を徹底してこなかったことも一

比較はできないかもしれません．

因かと思われます．そこで，まずは BP 誌を育てるこ

わが国が英語での情報発信源をもつためには，「日

とを第一義的に重視し，あまり過剰な要求については

本人が日本の雑誌に出た論文を低く評価する文化を変

臨機応変に担当 Editor の判断にゆだねることとし，採

えないといけない」という意見を聞きます．これは一

択の迅速性を重視する方針をとることにします．この

朝一夕にはいかない息の長い課題です．「日本の知財

ため，早いものでは投稿から 1 週間以内での採択とい

の保護という観点からも，BP 誌をトップジャーナル

う例も出てきました．当初の方針に立ち返って，厳密

にすることは真剣に考えないといけない」という強い

性よりもユニーク性を重視しようという編集方針で

意見も寄せられています．

す．この方針を，とくにレフェリーの方々に理解して

BP 誌を，わが国発の多様な意見を海外にむけて発

いただこうと思います．BP 誌が刊行されたために，

信するフォーラムとして機能させるよう，皆さんとと

はじめて英語論文の査読をされる会員が増えてきてい

もに育てていこうではありませんか．

るはずです．他人の論文を評価することが自らの論文

この談話室の記事の文責は筆者にありますが，BP

作成へフィードバックされ，長い目で見てわが国研究

編集委員の方々（老木成稔，河村悟，安永卓生，水上

者の実力アップに寄与するものと信じます．

卓，片岡幹雄，有賀隆行，村上緑）の意見を含むもの

今後進めたい施策として，次のような活性化案が提

であることを申しそえます．

案されています（学会の執行部は，これらの案に積極
的です）
．皆様のご意見を求めます．
1）BP 論文賞の設立．具体的には，今の投稿数では毎

石渡信一（いしわた しんいち）
早稲田大学理工学術院物理学科教授，WABIOS 所長
〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1
E-mail: Ishiwata@waseda.jp
http://www.ishiwata.phys.waseda.ac.jp/

年というわけにはいかないので，日本物理学会英文誌
JPSJ の方式を適用する．JPSJ の場合，表彰の対象とな
る論文は，原則として表彰年度の前年から遡って 5 年
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生物物理学の50年とこれから
―特集
「日本初の生物物理学」
に寄せて
永山國昭
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター / 生理学研究所

だが日本の生物物理学には当初 ｢ 生物物理学とはな

. はじめに

にか ｣ を問う前に「生命とは何か」を問う 2 つの学問

研究者個人という乗り物にのって学問は過去から未

的ミッションがあった．1 つは初代学会長故小谷の提

来へと運ばれる．乗り物が元気だとその研究分野も元

唱した

2 つの技術論（天然と人工） で生物の機械

気だ．2010 年の生物物理学会 50 周年特集「日本初の

的仕組みの解明を主題とする．もう 1 つは大澤が求め

生物物理学」を読みながらその思いを再確認した．

た

生物らしさの物理

の確立である．昨年の 50 周

戦後生まれの生物物理は解剖学，生理学，生化学な

年特集の寄稿を敢えて色分けすれば，タンパク質を中

ど伝統的学問に比べはるかに若い．もちろん学問の消

心とした多くの研究が前者の範疇に入る（斉藤→千見

長の早い昨今では 50 年は伝統を形作るには十分な年

寺，大西→植木，吉沢→須藤，森本→ Tame，郷（信）

月である．しかしこの特集には伝統に埋没しない，い

→高田，郷（通）→昆，北川→古谷，津田→村上，月

や伝統を拒否するような若々しさがある．ベテランと

原→神谷，猪飼→内橋）．これら研究者のほとんどが

若手を組み合わせ 1 つの分野を時空を超え語らせると

海外，特に英米への留学経験とそこの研究エトスを受

いう斬新な企画がその若さを浮き彫りにしたのだろう．

けついでいる．したがって学風はいわば構造生物学の
流れをくんだ機械的決定論である．

. 今までの生物物理学

一方大澤スクールから生まれた

日本生物物理学会は世界でも 1，2 を争う古さであ

理

は

構造

生物らしさの物

に変わる基本概念として

状態

を提

る．とはいっても 50 年は革創期に活躍された方々が

示し，分子，分子機械，細胞へと展開した（葛西→小

いまだ特集に寄稿できるほどに若い．大別して生物物

田，宝谷→藤井，柳田→西坂）
．これらの研究は純国

理とのかかわりには 2 つの型があるようだ．いわば

産であり， ルースカップリング

トップダウンとボトムアップ．前者は最初から生物物

を生み出している．2 つのミッションは土俵が大きく

理学創成の明確な意志でスタート．後者は気が付いた

異なるためかみ合わない．したがって今まで共存が可

ら生物物理っぽい研究をしていたというもの．特に後

能であった．

者の方々をも懐深く迎えるところにこの学会の特色が

という新物理概念

「生命とは何か」の答え方には上記 2 大潮流の他に

ある．

2 つの流れが特集に反映されている．1 つは生体高分

ところで私自身もそうなのだが，生物物理をやって

子の特異性を作動原理でなく創出原理（分子進化）の

いると「生物物理学とはなにか」と問わねばならない

中にみる見方（伏見→松浦）．もう 1 つは代謝の数理

ジレンマを心のどこかに抱える ．それは生物という

的対応物である自己組織化研究（大島→澤井）である．

対象が分子レベルからしてすでに十分に複雑で単純化

前者は物質から生物にいたる分子の変容システムを進

を許さないからである．遠くから眺めて単純に見えて

化能の差として一元的にとらえ新鮮である．後者は非

も近くによるとディティールが見え，かつそれが面白

線形，非平衡系の物理を経て複雑系生命科学 2) へと発

くいつの間にか対象に埋没してしまう．そしてふと我

展している．どちらも大きな流れではないが独自性を

に返りこれが生物物理かと問う．

感じさせる．

1)

50-years of Biophysics in Japan and the Future
Kuniaki NAGAYAMA
Okazaki Institute for Integrative Bioscience / National Institute for Physiological Sciences, NINS
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異なるネットワークの構成要素だからである．こうし

. これからの生物物理学

た階層化情報ネットワーク系を「創出原理」と「作動

大澤は「生物機械論と生物らしさ」の中で次のよう

原理」の両側面から研究することがこれからの生物物

に述べている ．

理学の方向だと思う．しかもこの両者は進化という本

3)

『従来の機械の概念そのままで，生物は一種の機械

源的情報生成過程を通じカップルしているはずであ

である，と言われると納得できず，軟らかさ，ルース

る．進化をゆらぎの中からのなんらかの適合選択過程

さ，自主，自発，自由を生き物らしさの 1 つと直感す

≡情報生成過程ととらえれば，時間スケールの異なる

る．------ 生きものらしさの発生学を分子あるいは分

個体発生，脳形成などの複雑ネットワーク形成にも同

子下から，分子機械，そのシステム，細胞，個体へと

じような「大きな原理」が埋め込まれているはずだ．

積み上げていきたい．逆に，ヒトあるいは高等動物に

そしてこうした生物らしさは小はタンパク質から，大

特有と考えられてきた生きものらしさについて，下等

は生態系にいたるまでの全階層に一貫していると考え

生物へ，1 個の細胞へ，その下へと根元を求めていき

たい．

たい．』

. おわりに

この問題設定はユニークだが，やはり生物の特質を
捉え切れていないと感じる．それは「情報」概念の欠

故小谷が喝破したように生物を天然の技術体系と見

如である．ところで情報は物理の枠に収まる概念だろ

ると，それは分子，細胞，組織，個体各階層レベルに

うか．吉田民人の提唱する情報学的自然観 4) をもとに，

おける膨大な技術の集積体となる．この技術体系の明

文献 1) で私は情報は物質科学とは独立と主張し，生

示化に分光法，X 線，各種顕微鏡などの生物物理計測

物らしさは物質基盤でなく情報基盤の中にあるかもし

法が果たした役割は大きい．そしてこの方面での寄与

れないと述べた．その上で新しい生物物理学の在り方

はこれからも衰えないだろう（和田→金城）．しかし

を提案している．あの執筆から 10 年近くが経ち，今

何を測るかの観点は上に述べた

回の清新な特集を見，さらに昨今の学問状況に鑑み，

ない時代が訪れる．いやもう訪れている．これからは

新しい生物物理学の在り方の改訂版を考えてみた．

その中心に日本がいることを希求したい．

私が物理とは無縁と捉えた 情報

情報

を抜きに語れ

概念の中に生物

物理がめざすものを見いだしたい．最近の生物物理学

文
1)

の進展で「物質と生物の進化能概念による一元化」
（伏

献
永山國昭 (2003) 生物物理学の研究と教育―新科学論と実践
的学問のすすめ，
「生物物理学とはなにか」（曽我部・郷編）

見）と「ルースな力学系における情報子の固定化」

3)

pp. 191-210，共立出版，東京．

が見いだされ，情報と物理は同一土俵で語られるにい

2)

たった．そうしてみると生物は構造の階層系というよ

金子邦彦 (2009)「 生命とは何か ―複雑系生命科学論序説」
第 2 版，東大出版，東京．

3)

り情報の階層系と捉えた方がより本質に近いのではな

大澤文夫 (2003) 生物物理学は何をめざすか，「生物物理学
とはなにか」
（曽我部・郷編）pp. 1-21，共立出版，東京．

いかと思える．

4)

独自のネットワークを形成する各階層（タンパク質

吉田民人 (1990) 情報科学の構想（限定復刻版）
，新曜社，
東京．

≡アミノ酸ネットワーク，細胞≡タンパク質ネット
ワーク，社会≡脳ネットワークなど）は情報を受け取

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

りかつ情報を生成する．ネットワーク形成には外部か
らの情報が必要またネットワークの働きで情報が生成
される．しかもこの情報流通は階層内と階層間で並行
する（階層循環）．たとえばタンパク質の 3 次構造は
熱力学原理で選択されるがアミノ酸ネットワークを定
める 1 次構造は遺伝情報として上位階層から与えられ
る．同じグルタミン酸でもタンパク質の部分であるの
と脳内物質であるのとでまったく意味が違う．それは

談
話
室
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す．今後は，新任の川口氏と共に分子シャペロンの機
能発現に関する研究にも取り組んでいくことも予定し
ています．さらに，次世代スパーコンピュータの開発
利用プロジェクトにおける研究領域「次世代ナノ生体
物質」にも携わっており，ドラックデザインに関連し
た自由エネルギーレベルでの相互作用を評価する手法
の確立をめざし研究を推進しています．
当研究室では不定期的に他大学の研究者による研究
講演会を開催しており，今年は 3 名の研究者による講
演を行っていただきました．セミナーには他の研究室
や大学からの研究者も参加しており，活発な議論が行
われました．大阪大学の水野操先生には「光受容タン
パク質のピコ秒ダイナミクス―時間分解紫外共鳴ラマ
ン分光法による観測」に関する研究発表を行っていた
だきました．また，本稿でも紹介する北陸先端科学技
術大学院大学の島原秀登先生には「タンパク質の炭酸
脱水酵素の触媒反応の解明に関する研究」を実験・理
論計算の両面からアプローチする手法について紹介し
ていただきました．東北大学の河野裕彦先生は「分子
を光で操る―実験と理論の最前線―」と題してレー
ザー場による分子制御に関する興味深いお話をしてい
ただきました．今後も実験・理論にとらわれず研究の
ディスカッションと交流の場を設けていきたいと思い
ます．

支 部 だより
北陸支部からのたより

地区委員の上久保先生からのご依頼を受け，北陸地
区の支部だよりを書かせていただくことになりまし
た．ご存じのように北陸地区では地区大会や合同セミ
ナーなどの活動は行っていません．そこで今回は私の
所属している金沢大学計算バイオ研究室で行っている
研究やセミナーの紹介と，研究室と親交のある北陸先
端科学技術大学院大学・島原秀登先生と水上卓先生の
2 つの研究室の紹介をさせていただきます．これを機
に北陸地区に限らず，多くの研究者との交流を深めて
いければ幸いです．
（北陸地区編集委員）
金沢大学理工研究域数物科学系 計算バイオ研究室：
長尾秀実（教授），齋藤大明（助教），川口一朋（助教）
計算バイオ研究室は現在 3 名の教員と 12 名の学生
で構成されています．助教の川口氏は今年の 10 月に
名古屋大学（岡崎研）から新たに着任されたばかりの
新任のスタッフです．当研究室ではソフトマターや生
体分子の機能発現機構解明に関する研究を計算機シ
ミュレーションを用いて進めています．現在の研究室
の研究テーマは「タンパク質複合体の構造とダイナミ
クス」です．また，教員ごとに別途関連する研究テー
マを設けており，現在私と長尾先生で中心に進めてい
るのは「タンパク質の酸化還元機構に関する理論的研
究」と「タンパク質複合体の結合エネルギー評価」で
す．これらは実在系タンパク質複合体の会合―解離過
程におけるタンパク質間電子移動反応に関する基礎分
子理論構築を目的とした研究です．タンパク質複合体
として Pseudomonas aeruginosa cytochrome c551（Cyt）と
Pseudomonas aeruginosa azurin（Az）のタンパク質複合
体の構造安定性や酸化還元反応を分子軌道法や分子動
力学シミュレーションを用いて評価を行っています
（図 1）．また，産総研の三上益弘氏と共に JST-CREST
「DDS シミュレータの研究開発」にも携わっており，
こちらでは「脂質 2 重膜の分子シミュレーション技術
の研究開発」などの研究プロジェクトを推進していま

北陸先端科学技術大学院大学ナノマテリアルテクノロ
ジーセンター 島原秀登助教
研究テーマは，
「a) 炭酸脱水酵素（CA）の触媒反応
を CCS（CO2 Capture and Storage）技術に応用する手法
の開発，b) その基盤となる触媒機構の解明，c) 酵素
のヒスチジン残基の挙動解析」です．a) は，CA の機
能を使って，問題の排出二酸化炭素を水により多く
Capture する技術を開発することを目的としています．
ここでは特に炭酸カルシウムを主成分とする貝殻を形
成するしくみにかかわる Ca2 結合型 CA の機能に注目
し，炭酸塩として Storage する手法の開発に取組んで
い ま す（図 2）．b) で は i) NMR 法 を 用 い た 高 機 能
hCAII 変異体における活性部位 His64 の挙動解析，ii)
QM/MM 法を用いた His64 の挙動とプロトン移動の相
関解析を行い，一方 c) では，確立したヒスチジン残
基の挙動解析にかかる手法（遺伝子のクローニング／
発現，標識タンパク質調製を含む）を他の金属酵素に
適用し，それらの知見を開発に活用します．設備は大
学共有の A) ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）
バイオハザード室，B) Bruker500MHzNMR 装置，C)
G09 搭載 NECSX9 装置と，NMR 解析と G09 投入ファ
イル作成のために居室の D) Linux マシンを使用しま
す．蓄積した QM/MM 解析結果について金沢大学の
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図1
Azurin-Cytochrome c551 のモデル複合体．複合体の自由エネ
ルギーを分子シミュレーションにより評価し，タンパク質複
合体の結合エネルギーの評価と電子伝達機構を解明する．

計算バイオ研究室にて議論することで計算科学的専門
性を高め，金城大学の杉森公一助手と共に実験結果と
整合性を図り論文を執筆します．
世界的に CA 研究をみると，国際 CA 学会がありま
す．前回はフィレンツェ（2 泊 3 日）で 100 名以上の
参加者（日本人は私 1 人でした）がありました．中に
は Sly，Silverman，Ferry，Tu，Supran（それぞれ教授）
などの多くの著名な学者の姿があり，学生時代から憧
れてきた人々と議論することができました．そこでは
ほとんどが私の提唱機構をすでに知っていて「君の仕
事は本当にいい仕事だ」や「ぜひ共同研究をしよう」
などと声をかけられました．中でも Silverman 教授は
私のポスターの前で 1 時間近くも温かい言葉をくださ
り本当にうれしい思いをしました．日本でも 6 年前に
日本炭酸脱水素酵素研究会が立ち上がり，そこで評議
員兼事務局長補佐として活動しながらいつの日か国際
学会を招致することを夢見ています．

図2
排出二酸化炭素を固定化する CCS 技術の開発．触媒によっ
て水のイオン化を高めることで CO2 を Capture する．生じた
HCO3 を効率的に CO32 に転換し，炭酸塩として Storage する．

どを行います．また同手法の発展として，熱力学パラ
メータ分布の同定をめざしています．分子動力学シ
ミュレーションに関しては，共同の大型計算機（NEC
SX9, SGI Altix4700, Cray XT5）上で Amber, NAMD など
のパッケージソフトを稼働する形をとっています．
マンパワーが限られていることもあり，共同研究者
と協力することによって仕事を進めています．まず，
金沢大学の計算バイオ研究室と緊密に共同研究をさせ
ていただいています．最近では，エネルギー表示法に
よるタンパク質の溶媒和自由エネルギー計算に着手
し，光受容タンパク質を含めた各種の分子へ適用し，
研究を進めています．また，JAIST 知識科学研究科の
Dam Heui Chi 講師 / 杉山歩研究員と，タンパク質の水
和の問題にデータマイニング法によってアプローチす
るという研究を行っています．タンパク―水系の MD
によって作成されたトラジェクトリデータに対して，
クラスタリング，SVM（Support Vector Machine）など
の機械学習の手法によって全水分子のクラス分けを行
い，水分子の階層的な動的構造を明らかにしました．
また同じ手法でタンパク質ドッキングに関する水の寄
与の研究を行っています．以上，分光実験と分子シ
ミュレーション，データマイニングを用いたタンパク
質研究を進めていますが，将来はそれぞれの方法をう
まく組み合わせた仕事ができればと考えています．

北陸先端科学技術大学院大学マテリアル科学研究科
水上卓助教
中心的な研究テーマはロドプシンを中心とした光受
容タンパク質の反応解析です．現在研究手法は大きく
分けて 3 種類あり，タンパク質の分光学実験，反応動
力学解析，分子動力学シミュレーションです．分光機
器として，日立 U-4000 分光光度計を中心として構成
された時間分解低温分光装置，BioRad FTS60 赤外分光
装置，ハンドメイドの TIRF 顕微鏡などの装置群があ
ります．反応解析は，分光スペクトルの SVD（Singular
Value Decompositoin；特異値分解）や時系列データの
MEM（Maximum Entropy Method；最大エントロピー法）
解析を行い，タンパク質光反応の熱緩和過程の反応係
数やその分布スペクトル，反応ネットワークの同定な

齋藤大明（代表）
saito@wriron1.s.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学理工研究域
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多くの友人を現地で見つけたとしても，会話の輪に
入れず悲しい思いをすることがあります．現地人の同
士の会話は，通常はその地域の言語でなされるでしょ
う．その言語が理解できない限り，会話の中に参加す

若 手 の 声

ることは困難です．そして，コミュニケーションの対
象が，英語が通じる人物との

マンツーマン会話

に

限定されてしまいます．たとえグループで行動してい

研究留学でソーシャライズ

たとしても，グループの中で 1 人ずつと会話すること
が主になってしまうこともあるでしょう．
単独行動が好きな方は気にならないでしょうが，そ
うでない人は，遅かれ早かれ，孤独に苛まれることに
なると思います．その精神的ダメージは最終的に研究
にも支障を来すかもしれません．
はじめに

そういった懸念から海外留学をためらう人も多いの

生物物理若手の会・会長を務めております田村和志

ではないかと推測します．それをまったく気にせずに

（北海道大学大学院理学院 D3）です．私は，2010 年

飛んでいった私は，実際そこに着いてから悩まされる

6 月末から 2010 年の 11 月中旬までの約 5 ヵ月間，単

ことになりました．しかし，それを乗り越える方法は

身スペイン・バルセロナに飛び，研究留学を行いま

たくさんあるのです．シャイにならず，思い切ってい

した．そこで，言葉の通じない場所（英語圏外）で留

ろいろな方法を試してみることで，一転，研究留学を

学を行うことの難しさと同時に，その楽しさや利益を

エンジョイできるようになります．

知ることもできました．それは，日本人が大半を占め
誘いに乗ってみる

る日本国内での生活では決して得られない貴重な経験
でした．本稿では，研究からは少し離れ，私自身の

ラボメイトやルームメイトから，友人同士の集まり

経験および留学先で知り合った友人達のエピソードを

やパーティなどに誘われたら，（当然その人物が信頼

元に，私なりに考えた

英語圏の外で自分自身をソー

できる場合に限り）その誘いにはなるべく乗ってみる

について記したいと思います．

ことが大切だと思います．それが単身乗り込んだ研究

シャライズする方法

これから研究留学をしてみたいと思っている若手研究

留学生にとって，交友関係を広げる最初の大きなス

者の皆さんにとっての参考に，そして多くの若手研究

テップになると思われます．逆にそれを拒んでしまう

者が研究留学に興味をもつきっかけとなれば幸いです．

と，友人を作る機会に出会うことはなかなか難しいも
のです．そこに参加してみて，英語で会話できる人が

研究留学と言語の壁

少しでもいれば，その人を足がかりにしてさらに新し

せっかく留学したのですから留学先で多くの友人を

い友人を見つけることができます．

作りたいものですし，友人との観光を楽しみたいもの
外国人と仲良くなる

ですが，英語圏の外における研究留学の場合，言語の
壁がハードルになり得ます．これは，他国語の習得の

現地の人々との間のコミュニケーションに難しさを

ために言語の壁を越えてコミュニケーションを行うこ

感じたら，外国人（すなわち外国からその地域に留学

とがそもそもの目的である語学留学とは大きく異なる

や出張に来ている人々）と積極的に仲良くなってみる

ところです．研究留学の場合，研究が主たる目的です

ことが有効です．先に記したように，現地の人々は現

から，他国語習得に大きな労力を割くことは難しいと

地の言葉を使うでしょう．そして，すでに自分自身の

思います．したがって，コミュニケーション可能な人

ネットワークをもっているでしょう．また，自分の街

物は，身の回りの英語を解する人々にほぼ限られてき

を観光したいとはなかなか思わないでしょう．それ

ます．また，大学の講義に出席することもないので，

に，現地の人々にとって，研究留学生はまぎれもなく

いわゆる

同級生

外国人

と仲良くなることもできません．

という一線を画す存在です．あなたにとっ

コミュニケーションをとる相手が少ないことや，日常

て都合のよい友人（英語でコミュニケーションでき

生活における困難は，フラストレーションを生むで

る，一緒に観光にいくことができる，など）には，な

しょう．

かなかなり得ないものです．一方，自分と同じような
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ソーシャライズして得られること

境遇にある外国人の中では，自分と同じようなニーズ
をもつ人を見つけることは比較的容易だと思われま

異なるナショナリティの友人を多くもつことには，

す．また，そういった外国人と友人になることで，他

大きなアドバンテージがあります．メールアドレスを

国について知るよい機会にもなります．帰国後，その

交換してメールのやり取りを英語で行えば，英語力が

友人を頼って違う国を訪問することもできるようにな

身に付きます（これは英語のみに限ったことではあり

るでしょう．

ません）．友人が研究者であれば，日本にいてもなか
なか手に入らないような海外ポストの情報などを転送

日本語を学びたい人を探す

してもらうこともできます．また，海外旅行をしよう

外国人であるということの特性をさらに生かして，

と思ったときに，目的の国に友人が住んでいれば，そ

われわれの母国語である日本語を学びたいと考えて

の友人の家に宿泊させてもらって宿泊費を浮かせると

いる人を探すという方法もあります．もしあなたが他

いうこともできるかもしれません．それになにより，

国の言語を学ぶ意欲があるならば，日本語を教えてあ

異なる文化や環境にある友人をもつことにより，国際

げる代わりに，相手の母国語を学ぶことができます．

的な見識と視野を身につけることができます．グロー

その相手が現地人であれば，現地の言葉を習得する

バル化が進む社会において，研究者としてのみなら

チャンスでもあります．幸いにも欧米は空前の日本

ず，いち人間としての価値を高めることに直接つな

ブームです．辺鄙な街にもスシバーや日本料理店があ

がっているのです．

ることが珍しくありません．また，日本のマンガも国
海外に行く前に日本を知る

によっては大変な人気があります．こういった状況の
中で，日本語を学びたいと考えている人は増えている

ただ，外国…特にヨーロッパに渡航する前に，日本

ようです．

についての知識を深めておくことを強くお勧めしま
す．ヨーロッパ人にとって，日本とは

同じ趣味をもつ人を探す

に浮かぶ不思議の国

遠く離れた海

なのです．彼らは，あなたとい

趣味は，友人を探す上での強力なツールです．ス

う人間を通じて，その不思議の国の文化・歴史・政治

ポーツなどの趣味は，言語とはまた異なるコミュニ

などについて知りたがるでしょう．そのときに何も答

ケーションの手段といえます．こういった趣味に興じ

えられないというようでは，彼らのあなたへの興味も

ている間は，言葉の壁はそれほど問題になりません．

半減です．日本という国と，日本と他国とのかかわり

たとえば，私の場合はバレーボールがきっかけになり

について，これまでの歴史に関する知識と自分なりの

ました．バレーボールでは “Voy または Me va ＝自分

意見をもっていくことは，とても重要なことです．

がそのボールをとる ” “entra ＝イン ” “fuera ＝アウト ”
生物物理若手の会・会長交代の報告

程度の言葉と数の表現さえ覚えていればプレーができ
ます．バルセロナのビーチにはビーチバレー用のネッ

この場を借りて，生物物理若手の会・会長交代の報

トが備えられているので，単独でビーチにいき，ビー

告をさせていただきます．2010 年いっぱいをもちま

チバレーをしているまったく見ず知らずのグループに

して，私の任期は終了となります．2011 年は，名古

声をかけて混ぜてもらいました．幸いにもバルセロナ

屋大学大学院の都築峰幸氏が会長を務めることとなり

の人々は非常にオープンで，簡単に混ぜてもらうこと

ました．これまでの皆様のご協力に感謝いたしますと

ができました．また，練習後に一緒にご飯を食べに

ともに，今後もなお一層のご協力をよろしくお願い申

行ったり，チームメイトからパーティの誘いもいただ

し上げます．

きました．

田村和志
tam@mail.sci.hokudai.ac.jp
4 月以降はこちら → kt.omnia.vanitas@gmail.com
北海道大学大学院理学院生命理学専攻
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られず，巨大な家具を引きずり 5 番街を歩く世にも珍
しい男になった．常用せずとも免許証は留学の必需品
である．
英語の出来は悲惨の一言につきる．留学に先んじて

海 外 だより

Libchaber 教授（以下ボス）に面会し，フェローシッ

Center for Studies in Physics and Biology
The Rockefeller University

迎するが，まず英語をどうにかしろ．
」と書かれてい

プ申請用の承諾書をお願いしたところ，一文短く「歓
た．気にせず提出したが，フェローシップの二次面接
でしっかりと指摘され，強気の英語で返すつもりで口
を切ったのは弱気な日本語であった．渡米の後，成長
していない私の英語に「科学者として，英語を話せな
い者は死しかない」とボスはいった．NY 市が提供す
る英会話教室に週 3 回通い，1 年がすぎたころによう

中学時代からの恩師は海外通であった．「米国に

やくボスから及第点をもらった．Advanced class になっ

行ってすごい連中を見てこい．金髪碧眼の嫁さんをも

て自信もついたが，ボスにいわせればまだまだらし

らえ．」未知への勧諭は若者の心に無形の憧れを生み，

い．英語に関してはどれだけ準備してもしすぎること

10 年余を経て，2008 年 4 月に渡米しロックフェラー

はない．

大学へ留学した．夷険一節の約 3 年から学べるところ
を紹介してゆきたい．

物理学と生命科学の融合拠点

The Rockefeller University

Studies in Physics and Biology と連携している．センター

Libchaber ラ ボ は ロ ッ ク フ ェ ラ ー 大 学 の Center for
ロックフェラー大学は New York（NY）市 Manhattan

は理論物理学や数学の研究者が所属し，基礎理論研究

の東側，国連本部より 20 ブロックほど北にある．西

とともに生命科学への応用を見据えた研究が展開され

側にあるコロンビア大学は観光ガイドブックにも掲載

ている．センターの主旨は一流の理論家と実験家を育

され人々が訪れるにぎわいだが，ロックフェラー大学

て，新しい生命科学を創造することにある．毎週火曜

は自然も多く，静かな空気に包まれている．通常なら

日にはセミナーが行われ，内容は力学系理論，生物物

手が出ない NY の高額な家賃も，大学がアパートを保

理学からシステム神経科学，医学と多岐にわたる．独

持して格安で提供するなど，経済的にも恵まれてい

立フェローが 3，4 人雇用されている点も面白い．彼

る．ラボの数は約 70，学生は大学院生のみで 1 学年

らは理論物理学で学位を取得した経歴をもち，フェ

25 人で計 150 名，博士研究員も 500 名ほどである．

ローの期間は理論研究のみならず生物系のラボと協力

少人数でありながらこれまでに 23 名のノーベル賞

して物理学を有機的に融合させることを求められる．

受賞者が在籍した歴史があり，今年度の Lasker 賞を

私はフェローの 1 人とバクテリアの増殖に関する共同

J. Friedman 教授が受賞するなど生命科学と医学研究で

研究をしており，理論側のアイディアに刺激され新し

は全米トップクラスである．その中で私は一風変わっ

い装置を一緒に構築するなど異分野融合を肌で実感し

て，Albert Libchaber 教授率いる実験凝縮系物理学の研

ている．新しさと深みを価値基準とするセンターの空

究室に在籍し，生命科学と物理学の境界，特に生命の

気が Win-Win の共同研究を活性化し，何者にも検閲

起源̶the origin of life̶を研究している．

されない自由な研究が生まれ続けている．

米国留学 Tips ―失敗から学んだこと―

研究者にとって受難でもある．複数分野にまたがる研

近年，異分野融合がトレンドであるが，この傾向は
約 3 年前に，私は米国での留学を開始した．渡米直

究は華やかだが，1 つの体系を捉える深い理解，いわ

後から 1 年の労苦には，今も忸怩たるおもいをいだく．

ゆる prepared mind への到達をはばむ棘をもつ．物理

アパートの部屋が決まりいざ引っ越しという雪まじ

と生物に精通する人材の育成のため，センターはまず

りの寒風吹きすさぶ日に，一切の家具がない部屋の

研究員を深く物理づけにし，数量的な視点と系統的な

中で見通しの甘さを嘆いた．NY の日本人会で知り

実験技術を磨く機会を与える．十分な準備なくしては

合った方から家具を譲り受けることになったものの渡

高く飛ぶことも，遠くの果実に触れることも難しいの

米前に国際運転免許証を作らなかったので，車も借り

はいうまでもない．
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若い科学者を支える
設備の面では，ロックフェラー大学の方が日本の主
たる大学よりも貧相である．Libchaber ラボの主要器
機はおおむね 90 年代前半の装置で，サービス停止の
ものもあり自分での修理を余儀なくされる．なぜ圧力
釜があるのかと尋ね，これはオートクレーブ装置だと
いわれたときは，なるほどと思いつつも閉口した．さ
す が に 不 自 由 な と き も あ る の で， 大 学 が 提 供 す る
Classifieds という全職員に向けたメールサービスを利
用する．機器の所有者をメールで探し sharing で無駄
をさけるのも，学部という垣根のない小さな大学の利
点かもしれない．
日米を比較して言明が避けられないことに，博士号

Libchaber 教授と夫人とのディナーにて
左から 2 番目が筆者，右が Libchaber 教授

に対する理解の温度差がある．米国では，博士研究員
は超高度な知識階級であり，大学院生はその予備軍で

留学のきっかけ

ある．学位取得は人生の一大イベントであり，公聴会

冒頭の通り恩師からの甘言が留学志望の 1 つだが，

は記念講演の意味をもつ．海外出身の院生は母国から

学問的な理由もある．私は東京大学理学部生物化学科

家族を招待，あるいは Skype とビデオ撮影で晴れの舞

で分子生物学と生化学を学び，同大大学院物理学専攻

台を見てもらう準備を整え，ロックフェラー大学で最

の佐野雅己教授（非平衡系の物理と生物物理が専門）

大の講堂を貸し切って行われる．指導教官とラボメン

のもとで遺伝子発現や細胞運動の生物物理学を研究し

バーの惜しみない祝福に見送られ，彼 / 彼女は知識人

ていた．D3 になる直前に今後の方向を考え，一方で

として歩み出す．留学当初，博士号を取得して間もな

手堅く大学院での研究の拡張を，他方で生命の起源と

かった私にとって，ロックフェラー大学にある若い科

いう大きな問題を非平衡物理でやろうという好奇心が

学者への敬意―知識階級としての認知―は，科学にた

あった．知見の蓄積と研究業績に従えば前者であった

ずさわる喜びと誇りを与えてくれた．

が，後者に芳醇な新領域の存在を予感し，分野の先頭
を走る Libchaber ラボへの留学を決めた．思い切ったプ

おわりに

ロポーザルを書き，英語がまずいながらも海外特別研

4 年ほど留学したいと考えていたので，折り返し地

究員に採用していただけたのはまさに僥倖であった．

点をすぎ，夢のような時間も終わりが近い．研究は収

現在，私は非平衡輸送現象を利用した分子進化と人

穫の時期を迎え，不安もあったが留学してよかったと

工モデル細胞の機能制御に取り組んでいる．デリケー

思っている．

トな研究で留学開始から 1 年半もめぼしい成果がな

留学を勧めてくださった恩師，大学院で私の成長を

く，常に中断の危機を感じていた．ところがボスは

見守ってくださった佐野教授，米国での研究を全面的

テーマを変えろといわない．若い科学者に迷いはつき

に支援してくださるボスに感謝したい．優秀な研究者

もの，道筋を間違えなければいずれどこかにたどり着

に出会い，彼らと友人，共同研究者になれたのは生涯

くというのがボスの指導方針である．この方針の元で

の財産になりそうだ．ただ私の場合，妻の目の色は黒

は研究が形になるまで時間がかかるが，ボスからの理

に落ち着いた（図参照）．恩師の助言の効果は研究面

解と共に，幸いにもロックフェラー大学の篤志家の方

のみにとどまり，黒髪黒目の妻と 2 人，今日も楽しく

か ら 支 援 を 賜 っ て 現 在 も 研 究 を 続 け ら れ て い る．

米国の生活を送っている．

「ゆっくりでいい」と何度励まされたかわからない．
ボスの理解と支援はこれはというビジョンへの挑戦を

前多裕介
ymaeda@rockefeller.edu
http://web.mac.com/yusukeman_returns/
The Rockefeller University

後押ししてくれる．自身の成長や学問の牽引について
ボスと議論することが充実した留学を約束してくれる
に違いない．
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AcrB
バクテリアは，体内に入った異物をはき出すポ
ンプをもっている．このポンプのおかげで，バク
テリアは毒性の強い物質が存在しても生きながら
えることができる．つまり，このポンプはバクテ
リアが薬物耐性をもつしくみの 1 つを担っている．
ここに示す絵は，さまざまな薬物を排出するポン
プの構成タンパク質 AcrB の構造である．AcrB は，
AcrA および TolC とともに，内膜から外膜外まで
突き抜ける大きな構造物を形成する．AcrB が大き
な構造体の基部を構成し，下側にある 2 本の細い
点線が内膜を意味する．AcrB の上に TolC が乗り，
TolC が外膜を貫通する．AcrA は TolC と AcrB をつ
なぐように横に位置する．AcrB は 3 つの同一ポリ
ペプチド鎖が会合し，紙面の上から下に向かう軸
に対して対称性をもつ構造になっている．内膜貫
通部分は多くのへリックスが縦に並んでいる，典
型的な膜貫通型ドメインの構造になっている．そ
の上にポータードメインがあり，さらに TolC ドッ
キ ン グ ド メ イ ン が あ る． 両 ド メ イ ン と も， へ
リックスと  ストランドが混在する構造である．
TolC ドッキングドメインからは，隣のサブユニッ
トに長い逆平行  シートが飛び出しており，お互
いをしっかりつかんでいるように見える．左側中
央に見えるのが，抗がん性抗生物質ドキソルビシ
ン（商品名はアドリアシン）である．AcrB はどの
ようにしてこの薬物をつかみ，排出するのだろう
か．
AcrB の各サブユニットは少しずつ違う形をとっ
ている．ドキソルビシンと相互作用している左の
サブユニットでは，横長楕円で示す膜貫通ドメイ
ンとの界面に，少し空間ができている．右のサブ
ユニットでは，この隙間はふさがっているが縦長
楕円で囲まれたへリックスが，左のサブユニット
に向かってもたれかかっている．奥のドメインは，
ポータードメイン下の隙間はあるが薬物は結合し

ていないし，へリックスが倒れかかっていること
もない．もし 1 つのサブユニットが，これらの変
化を時間をおって起こすとどうなるだろうか．薬
物の入口が開きペリプラズムから薬物が AcrB 内部
の穴に入り込む．TolC への経路は隣のサブユニッ
トの  へリックスがふさいでいるので，しばらく
穴の中に停留する．ペリプラズムからの入口が閉
まると  へリックスが移動して TolC への経路が
開き，薬物は上に移動し，TolC ドッキングドメイ
ンを通って TolC へ渡され，細胞外にまっしぐら．
この状態変化は，水素イオンの細胞質内移動と連
動していると考えられている．なんだか，F1-ATP
アーゼの機構とよく似ていることに気がつく
（PDB1) ID: 2dr62)）
．
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Murakami, S. et al. (2006) Nature 443, 173179.
(J. K.)

