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虹は 
夢を食べて育つ

巻／頭／言

!"#

本学会も 50周年を迎えた．生物物理学会で育てられ，会員と
討論でき定年を迎えられたのは幸せである．与えられた研究課題
について満足な答えが出ぬうちに，学位を取り，職に就き研究費
を稼ぐ苦労をして，次の課題を見つけ出す頃に退職した．院生の
頃に読んだ巻頭言は大澤，江橋，寺本先生など学問分野を開いた
人達の考え方が多くて印象に残っている．これまでを振り返りつ
つ展望を述べる．
当時はヘモグロビンや筋収縮を主としたタンパク質相互作用が
主題で，機能タンパク質を単離精製して物理化学的に測定してい
る．タンパク質は丸か角で表され，小分子との相互作用に付いて
結合定数や平衡定数を変えて解析していた．構造を研究するもの
は観測手段を精密化して，機能を調べるものは微小なモノをいか
に精製するかで，研究を発展させた．遺伝子組換え技術の発展で
単離精製の手法が革新され，名人芸でなくともモノを得られるよ
うになった．主題が決まると技術導入はそれほど気にならない．
生き物の運動を解くため細菌ベン毛の構造形成，タンパク質の
分子集合を研究課題とした．単一分子から多体分子の問題に取り
組み，単離精製はそれなりに得意であったが，微量成分の単離手
法の限界に気付いた．転勤を機会に，線虫 C.エレガンスを用い
た遺伝子組換え技術と研究の進め方を英国で学び導入した．アミ
ノ酸配列は DNA配列から決定できる．運動不良線虫の原因はア
ミノ酸置換から分子集合，収縮の異常まで関連づけて理解でき
た．研究の展望が開け，46歳を過ぎる頃から，教えることの大
切さにも気付き，留学生や女子学生も博士課程で育てた．
スーパーサイエンスハイスクルーで線虫の先端研究に付いて教
えた．生徒に虫偏の付く字を黒板に書いてもらったところ，蛙と
か蜥蜴に加えて，「虹」が出てきた．虹は七色にわけられるが三
色で描く国や人もあるし，般若心経では「色則是空」とかいてあ
る．続いて「空則是色」とある．虹をヒントにすると意味は簡単
に解ける．無色の水に光をあてると七色に分光される．見えてい
る色の素は白／無色である．美しい虹のいろいろな色を測定手段
で解析し，単離しようとするツワ者がいるかもしれない．
ところで，虹が虫の一種なら食べ物が必要である．虫の餌には
草がある．虹が食べる草類の餌に「夢」を見つけた．虹は夢をた
べて育つのだろう．虫の世界は種々雑多なようであるが虫の食草
は決まっている．虫を眺めていて気付かないことも蟲を見るとわ
かるかもしれない．物心一如ともいわれ，石の上に十年くらい
座っていると，何か見えてくるかもしれない．論語にも学び方は
「知好楽」の順と書いてある．さて次の実験が待っているので続
きはどこかで．

香川弘昭，Hiroaki KAGAWA
岡山大学，名誉教授



解説
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1.
 はじめに

クロロフィル（Chl）は，光合成に必須の緑の色素
である．地球上の生物は，Chlによって吸収された太
陽エネルギーに依存して生きており，Chlはまさに生
命を支える色素である．Chlは，中心にMg2が配位
されたテトラピロール性色素で，分子量は 893（Chl a）
に達する．このような複雑な分子がどのように作られ
るのか，その生合成機構の解明は，植物生理学の大き
な課題の 1つである．

90年代，おもに光合成細菌を用いた分子遺伝学的
アプローチによって Chl生合成系の大枠が明らかにさ
れ 1)，グルタミン酸から始まる 15段階にわたる一連
の酵素反応によってつくられることがわかってき
た 2)．では，Chl aが特有の緑色を呈するようになる，
言い換えれば，光を吸収し光合成電子伝達反応を駆動
するための分子特性はどの反応で獲得されるのだろう
か？　その最終段階を担っているのがプロトクロロ
フィリド（Pchlide）還元酵素である（図 1a）．

2.
 プロトクロロフィリド還元反応

Pchlideの環構造は，ヘムと同じくポルフィリン環
である．ポルフィリン環は，対称的な共鳴環構造であ

るため，600 nm付近の吸収（Q吸収帯）は短波長側
のソーレー帯に比べて低く抑えられている．Pchlide
還元酵素は，ポルフィリン環の第 4のピロール環（D
環，図 1a）を立体特異的に還元してクロリン環とよ
ばれるより非対称な環構造に変換する．その結果，色
素の吸収特性は大きく変化し，特に Qy帯の吸収が著
しく増大し，赤色光を吸収し光合成光反応を駆動する
ための光学特性を獲得する（図 1b）．すなわち，Pchlide
還元反応は，まさに Chlを緑にする反応である．ポル
フィリン環は対称性が高く安定な化合物であるが，光
合成生物は進化の過程でこの安定なポルフィリン環を
クロリン環に還元する酵素を独立に 2つ創出した．そ
れらは，光依存型 Pchlide還元酵素（Light-dependent 
Pchlide oxidoreductase; LPOR）と暗所作動型 Pchlide還
元 酵 素（Dark-operative Pchlide oxidoreductase; DPOR）
である 3)．これらは，互いにアミノ酸配列の類似性が
まったく認められず，本質的に異なる分子機構で Pch-
lide還元を触媒する．

3.
 光依存型 Pchlide還元酵素：LPOR

ダイズを暗黒下で芽生えさせると緑にならず黄色い
“もやし”になってしまう．もやしでは Chlの生合成
が Pchlideの段階で止まり Chlが作られない．これは，
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クロロフィルを緑にする2つの還元酵素：光依存型酵
素と暗所作動型酵素の反応機構と進化的考察
藤田祐一　名古屋大学大学院生命農学研究科 / JSTさきがけ

栗栖源嗣　大阪大学蛋白質研究所

Two Protochlorophyllide Reductases to Make Chlorophyll Green: Structural and Evolutionary Aspects
Yuichi FUJITA1 and Genji KURISU2
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2Institute for Protein Research, Osaka University

Protochlorophyllide (Pchlide) reduction is the final step to make up the spectroscopic properties of chlorophyll a in bio-
synthesis of chlorophyll.  During evolution, photosynthetic organisms have invented two structurally unrelated Pchlide 
reductases; light-dependent Pchlide reductase (LPOR) and light-independent (dark-operative) Pchlide reductase 
(DPOR).  LPOR is an NADPH-dependent enzyme operating as a key enzyme for the light-dependent greening in an-
giosperms, and DPOR is a nitrogenase-like enzyme that allows gymnosperms, algae, cyanobacteria and photosynthetic 
bacteria to produce (bacterio)chlorophylls even in the dark.  We will review recent major research progresses on Pchlide 
reductases, especially, crystallographic structure and proposed reaction mechanism of DPOR.  Di!erential operation 
and evolutionary implications of these enzymes are also discussed.

protochlorophyllide / dark-operative protochlorophyllide reductase / nitrogenase / chlorophyll biosynthesis



クロロフィルを緑にする 2つの還元酵素

!"#

被子植物ではPchlide還元反応がもっぱらLPORによっ
て行われているからである．LPORは，酵素反応を駆
動するために光を必要とするたいへん不思議な酵素で
ある．このような酵素は，LPOR以外では DNAフォ
トリアーゼのみである 4)．

LPORは，約 30 kDの単一ポリペプチドの酵素で 
あり，もやしの細胞のプラスチド（エチオプラスト）
において NADPHと Pchlideとの基質複合体（LPOR:
Pchlide:NADPH）として蓄積する 5)．この酵素―基質複
合体に結合した Pchlideによって光が吸収されること
で一連の酵素反応が始動し，クロロフィリド aと
NADPを生成する（図 1a）．LPORは，短鎖アルコー
ルデヒドロゲナーゼ／レダクターゼ（SDR）ファミ
リーに属するピリジンヌクレオチド依存性の還元酵素
である．LPORの立体構造はいまだ明らかにされてい
ないが，SDRファミリーに属する酵素で立体構造が
明らかにされている 7-ヒドロキシステロイド脱水素
酵素をモデルとして LPORの立体構造がシミュレー
ションされている 6)．その推定反応機構によれば，酵
素に結合した Pchlideが光を吸収し励起状態となり，
これをきっかけにして NADPHのニコチンアミド環の
proS面からのヒドリドイオン，酵素のチロシン残基か
らのプロトンの転移が起こり，Pchlide還元が完結す

ると考えられている（図 3a）．この反応の立体特異性
は，NADPHとチロシンの空間配置によって決まると
推察される．

4.
 LPORの反応初期過程解析

酵素反応の初期段階を捉えることを 1つの目標とす
る酵素化学において，光によって反応が始動するとい
う性質はきわめて有用である．通常の酵素反応系で
は，酵素と基質を混合して反応を開始するが，酵素―
基質複合体の形成は拡散に依存するため，触媒反応の
初期解析は比較的長い時間スケール（サブミリ秒）に
限定される．安定な酵素―基質複合体を暗所下で調製
し光照射で反応を始動できれば，ピコ秒スケールとい
うきわめて短い時間分解能での測定が可能となる．
LPORは，このような解析を可能とする貴重な酵素で
ある．この性質を利用して，暗所下で調製した酵素―
基質複合体（LPOR:Pchlide:NADPH）に光を照射し，
反応始動直後のスペクトル変化を追跡する実験が行わ
れた．その結果，速度定数 3 ps-400 psの複数の反応中
間過程が同定された 6)．LPORの酵素―基質複合体は，
1個目のフォトンの吸収によってコンフォーメーショ
ン変化を起こし活性化状態に変換され，2個目のフォ
トンを吸収してはじめてクロロフィリド生成につなが
る一連の触媒反応が引き起こされる．2個目のフォト
ン吸収後ピコ秒スケールで生成する中間体は，色素周
辺のアミノ酸残基や NADPHとの多数の水素結合で結
合した複合体であると想定され，その後 sスケール
で起こるヒドリドイオンとプロトン移動の過程に必須
の分子状態と考えられている 7)．

5.
 暗所での緑化を決定づける酵素：DPOR

ダイズなどの被子植物の芽生えとは違って，クロマ
ツなどの裸子植物の芽生えは，暗所においても緑色を
呈することが古くから指摘されていた 8)．この暗所で
Chlをつくる能力を決定づけている酵素が DPORであ
る 9)．DPORは，3つの遺伝子産物 BchL, BchN, BchB
からなり，それらのアミノ酸配列は，ニトロゲナーゼ
の 3つのサブユニット NifH, NifD, NifKとおのおの有
意な類似性を示す．特に，BchLと NifHの間では約
30%の同一性が得られる．ニトロゲナーゼは，分子状
窒素をアンモニアに変換する窒素固定反応（N2  8H 
 8e  16ATP  16H2O  2NH3  H2  16ADP  16Pi）
を触媒する酵素で，農業的にも地球の窒素循環におい
ても非常に重要な酵素である．ニトロゲナーゼは，

図 1  
（a）Pchlide還元反応．進化的起源の異なる 2つの酵素DPOR（上側）
と LPOR（下側）が存在する．（b）Pchlide還元反応によるスペクト
ル変化．Pchlideを結合した NBタンパク質（灰色線）が反応しクロ
ロフィリド aを生成した（黒線）スペクトル変化を示している 14)．
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ATPの加水分解に共役して電子を供給する Feタンパ
ク質（還元コンポーネント）と，窒素固定反応の活性
中心を構成するMoFeタンパク質（触媒コンポーネン
ト）という 2つのコンポーネントから構成される
（図 2b, d）10)．Feタンパク質は 4つの鉄と 4つの硫黄
からなる [4Fe-4S]クラスターをもち，MoFeタンパク
質は Pクラスター（[8Fe-7S]クラスター）と鉄モリブ
デンコファクター（FeMo-co）とよばれる複雑な金属
クラスターを有する（表 1，図 2b, d）．これらの金属
クラスターは，ニトロゲナーゼの電子伝達反応を担う
いわば活性中心である．これらの金属クラスターはい
ずれも酸素（O2）に触れると直ちに破壊され，酵素
活性はすみやかに失われてしまう．このため，精製や
活性測定はすべて嫌気条件で行う必要がある．これら
のニトロゲナーゼの性質を参考にしつつ，藤田と大学
院生の野亦次郎（当時，現東工大）を中心に光合成細
菌 Rhodobacter capsulatusの DPORについて解析を進め，
以下のような性質を明らかにした（表 1）11)-14)．1）
DPORは，容易に分離する Lタンパク質と NBタンパ
ク質からなり，おのおのニトロゲナーゼの Feタンパ
ク質とMoFeタンパク質と類似している．2）Lタンパ

ク質は，BchLのホモ 2量体であり 2量体あたり 1つ
の [4Fe-4S]型鉄硫黄クラスターを有する．3）Lタンパ
ク質は，O2にさらすと半減期 20秒で失活する．この
半減期は，Feタンパク質とほぼ同じである．4）NB
タンパク質は，BchNタンパク質と BchBタンパク質
のヘテロ 4量体 (BchN-BchB)2である．5）MoFeタン
パク質が，Pクラスターや FeMo-coといった複雑な金
属中心をもつのに対し，NBタンパク質は単純な [4Fe-
4S]クラスターを一対有する（表 1）．6）NBタンパク
質は，Pchlideを結合する．Moser教授（ブラウンシュ
バイヒ工科大学）のグループも緑色細菌や海洋性ラン
藻を用いて，私たちとほぼ同じ結果を報告した 15), 16)．
最近，Peters教授（モンタナ大学）のグループが光

合成細菌 R. sphaeroidesの Lタンパク質の立体構造を報
告した（図 2a）．その構造はやはり Feタンパク質

図 2  
DPOR（a, c）とニトロゲナーゼ（b, d）の結晶構造．いずれも，容
易に分離される 2つのコンポーネント，還元コンポーネント（a, 
b）17), 25)と触媒コンポーネント（c, d）から構成される．各コンポー
ネントのタンパク質以外の部分，ADP（紫の球は結合している
Mg2イオン），金属クラスター（黄色とオレンジの球）や Pchlide
（ピンク色）を矢印で示した．触媒コンポーネントの共通構造部分
は緑（BchNと NifD）と青（BchBと NifK），その対称単位はおの
おの黄緑（BchN’と NifD’）と薄紫（BchB’と NifK’）で示し，MoFe
タンパク質特有の構造は，黄色と橙色で示した 19)．ニトロゲナー
ゼでは，Feタンパク質は [4Fe-4S]側（青い*）でMoFeタンパク
質の Pクラスターを保持する分子表面（青い*）と結合し，ATP
の加水分解に共役して [4Fe-4S]から Pクラスターへの電子伝達を
行う．DPORでも同様に Lタンパク質は [4Fe-4S]側（赤い*）で
NBタンパク質の NBクラスターを保持する分子表面（赤い*）と
結合し，[4Fe-4S]から NBクラスターへの電子伝達を行うと想定さ
れている．

図 3  
LPOR（a）と DPOR（b）による Pchlide C17  C18二重結合の還元
機構 3), 19)．Pchlideの D環のみ表示した．（a）LPORでは，NADPH
が C17へのヒドリドイオン供与体（青）となり，進化的に保存さ
れた Tyr193残基（ここでは Synechocystis sp. PCC 6803の LPOR）
が C18へのプロトン供与体（赤）となる．この Tyr近傍に位置す
る Lys197残基は，Tyrヒドロキシル基の pK低下に寄与する．
Pchlide分子が 2つのフォトンを吸収し励起状態となることにより
この一連の反応が始動する．（b）DPORでは，BchBの Asp274と
Pchlide自身のプロピオン酸残基がおのおの C17，C18へのプロト
ン供与体（おのおの，青と赤で示す）となる．また，電子は NB
クラスターから伝達され反応が完結する．Pchlideのプロピオン酸
残基は，NBタンパク質の結合部位においてポルフィリン環平面か
ら大きくひずんだコンフォーメーションを取っている．
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（図 2b）ときわめてよく似ており，Lタンパク質から
NBタンパク質への電子伝達は，Feタンパク質から
MoFeタンパク質への電子伝達と共通した分子機構に
よって行われていると推察される 17)．

6.
 NBタンパク質の結晶構造解析

Pchlide分子の還元は，触媒コンポーネントである
NBタンパク質によって行われる．したがって，
Pchlide反応機構に迫るためには，NBタンパク質の構
造解明が不可欠である．しかも，反応機構の推定のた
めには，基質を結合した状態の酵素の構造解明が肝要
である．R. capsulatus自体を宿主として NBタンパク質
を大量発現させると，NBタンパク質を Pchlide結合型
として精製することができる．この系を利用すること
で，基質結合型の結晶化が可能となった．また，大腸
菌での発現系も確立し 18)，基質非結合型 NB-タンパク
質の結晶化も合わせて行った．
栗栖と大学院生の村木則文（当時東大院，現阪大）
を中心に結晶構造解析を進め，Pchlide結合型と非結
合型の NBタンパク質の構造を解明することに成功し
た（図 2c）19)．筆者らが論文を発表した 3ヵ月後，ラ
ン藻の NBタンパク質の結晶構造が，Pchlide非結合型
のみMoser教授と Schubert教授（ウェスタンケープ大
学）の共同研究グループから報告された 20)．ラン藻の
NBタンパク質の全体構造は，筆者らの決定した構造
とほぼ同じであったので，以下 Pchlide結合型の特徴
を記す．NBタンパク質は生化学解析で予測されたよ
うに (BchN-BchB)2というヘテロ 4量体構造で，2つ
の最小機能単位 BchN-BchBが疑似二回対称的に組み
合わさっている（図 2c）．一次構造の類似性が 13%

程度にすぎないにもかかわらず，全体の構造はMoFe
タンパク質（図 2d）とよく似ている．

7.
 NBタンパク質の構造的特徴

NBタンパク質の 1つの機能単位あたり，1つの
[4Fe-4S]クラスターと 1分子の Pchlideが結合していた
（図 2c）．この鉄硫黄クラスターは，BchNの 3つのシ
ステイン残基と BchBのアスパラギン酸残基で保持さ
れていることは大きな驚きであった．アスパラギン酸
による [4Fe-4S]クラスターの配位は，鉄硫黄酵素とし
てはじめての例であり，“NBクラスター”と名付け
た．Pchlide分子はそこから 10.0 Å離れた位置に結合す
る．両者の間の空間は，フェニルアラニンやチロシン
が局在し原子が比較的密に詰まった疎水的な環境であ
り，トンネル効果による電子移動が可能である．これ
らの特徴から，NBクラスターが Pchlide分子への電子
の中継点として機能していると考えられる（表 1）．
基質 Pchlideは，そのテトラピロール環を構成する

すべての原子が周囲の疎水性アミノ酸残基からのファ
ンデルワールス相互作用により厳密に認識されてい
た．また，Pchlideの中心金属Mg2に配位するアミノ
酸残基は存在せず，代わりに水分子を配位子とする
5配位構造であった．集光性 Chl結合タンパク質や反
応中心複合体に保持される Chl分子では，Mg2の配
位子としてヒスチジン残基が結合しタンパク質にしっ
かりと固定されていることと対照的である．おそら
く，励起エネルギーの転移では Chl分子が一定の空間
的位置に固定されていることが重要だが，酵素では基
質がターンオーバーする必要があるという機能的制約
を反映していると思われる．

表 1  
DPORとニトロゲナーゼの構成タンパク質・酸化還元エレメント対応

DPOR ニトロゲナーゼ

コンポーネント タンパク質構成 酸化還元エレメント コンポーネント タンパク質構成 酸化還元エレメント

Lタンパク質 (BchL)2 [4Fe-4S] Feタンパク質 (NifH)2 [4Fe-4S]

↓*1 ↓*1

NBタンパク質 (BchN-BchB)2 NBクラスター
([4Fe-4S])

MoFeタンパク質 (NifD-NifK)2 Pクラスター
([8Fe-7S])

↓*2 ↓*2

Pchlide FeMo-co*3  N2
*4

*1コンポーネント間の電子伝達を示す．
*2コンポーネント内部の電子伝達を示す．
*3 鉄モリブデンコファクター（[Mo-7S-9S-X-ホモクエン酸 ]）．モリブデン原子とホモクエン酸という有機分子を含むニトロゲナー
ゼ特有の金属クラスター．Xは未同定の軽い原子（C, N, Oのいずれか）である．

*4窒素分子は FeMo-coのいずれかの金属に結合し，順次還元されアンモニアとなって FeMo-coから解離すると推定されている 10)．
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8.
 立体特異的な反応機構と共通構造基盤

Pchlideの D環二重結合（C17  C18）の還元には，
2個のプロトンと 2個の電子が必要である．この還元
が立体特異的に進行するためには，プロトンの供与体
の空間的な配置が重要である（図 3b）．C17の直下
4.9 Åに位置する BchB-Asp274は，C17へのプロトン供
与体として最適な位置にある．一方，C18の直上には
適当な残基がないが，代わりに基質 Pchlide自身のプ
ロピオン酸残基が大きくひずんで C18に 4.8 Åまで接
近している．このことから，C17  C18二重結合は，
おのおの Asp274と基質自身のプロピオン酸がプロト
ン供与体となることによって立体特異的な反応が起こ
ると推察される．
したがって，DPORの Pchlide還元機構は以下のよ
うに推定される．1）Lタンパク質からの最初の電子
が NB-クラスターを経由して Pchlideの 電子雲に導
入される．2）BchB-Asp274と Pchlide自身のプロピオ
ン酸からプロトンがおのおの C17と C18に転移する．
3）Lタンパク質が再度ターンオーバーして 2個目の
電子を供給し，還元反応が完結しクロロフィリド aが
生成する．今後は，立体構造に基づく反応機構の解析
への研究の展開が期待される．

DPORとニトロゲナーゼが構造的に類似している意
義は何であろうか．ニトロゲナーゼでは，電子が，
Fe-タンパク質の [4Fe-4S]→ Pクラスター→ FeMo-co
と伝達され FeMo-coに結合している窒素分子を還元す
る．一方，DPORでは，L-タンパク質の [4Fe-4S]→
NB-クラスター→ Pchlideと伝達され Pchlideの D環が
還元される（表 1）．驚いたことに，これら酸化還元
エレメントの空間配置が両酵素でほぼ一致しているの
である．このことは，安定な多重結合をもつ基質分
子；窒素と Pchlide，を還元する共通の構造基盤が存在
することを示唆している．

9.
 LPORと DPORの機能分担

LPORと DPORは，まったく異なる反応機構で同
じ反応を触媒する．では，これら 2つの酵素を合わせ
もつ光合成生物では，これらの酵素をどのように使い
分けているのだろうか．これらの機能分担を系統的に
行った例は少ないが，藤田らは，ラン藻を用いて 2つ
の酵素の遺伝子のどちらかを欠いた変異株を単離し，
それらの形質から機能分化を検討した 21), 22)．DPOR
欠損株（Pchlide還元が LPORのみで行われる）は，
調べた条件ではすべて野生株と同じように生育するこ

とができた．一方，LPOR欠損株（Pchlide還元が
DPORのみで行われる）は，弱い光条件では生育でき
るが，ある光強度以上の条件では生育できない．した
がって，LPORは一定の光強度以上での生育に必須で
ある．興味深いことに，LPOR欠損株は，O2のない
嫌気的条件であれば同じ光強度化でも生育可能とな
る．この形質は，DPORが O2によって速やかに失活
されるという生化学的性質と符合する．おそらく，
DPORは光合成によって発生する O2や環境からの O2

からある程度は防御されているらしい．ところが，光
がある強度以上になると光合成がより活発となり，こ
の防御系が対処可能な O2量を超えるため，DPORが
失活してしまい，Chl生合成ができず生育できなくな
るのであろう．すなわち，光と O2というおもに 2つ
の環境因子が Pchlide還元酵素の役割分担を決定づけ
る要因となっているようである．

10.
 進化のシナリオと DPORの存在意義

2つの Pchlide還元酵素は，どのように進化してき
たのだろうか？　光合成生物の中で進化的に最も古く
分岐したと考えられる光合成細菌が DPORのみをも
つこと，DPORと祖先遺伝子を共有するニトロゲナー
ゼは古細菌のような光合成をしない生物を含め非常に
広く生物界に分布しているなどから，DPORの方が
LPORよりも進化的に古い酵素であると推察される．
さらに，DPORが O2によって直ちに不活性化される
性質をもつことと LPORが O2耐性であることを考え
合わせ，筆者らは以下のような進化のシナリオを描い
ている 22)-24)．
地球上で光合成（おそらく現在の光合成細菌のよう
な O2を出さないタイプの光合成）が成立した頃，地
球環境は嫌気的であった．このため，当時の代謝系で
は O2に弱い性質の鉄硫黄酵素が多く使われ，その
1つとして DPORが機能していた．ところが，27億
年前 O2を発生するタイプの光合成を行うラン藻が誕
生し，環境中に O2を放出し始めた．その結果，地球
の O2レベルは徐々に上昇し，特に 22-20億年前にか
けて“大酸化イベント”とよばれる大規模で急激な
O2レベル上昇が起こった．その結果，O2によって
DPORが失活してしまう状況が生じ，このことが選択
圧となって，SDRファミリーから O2耐性の LPORが
創出された．LPORによって，光合成生物は好気的環
境においても滞りなく Chlを生合成することができ，
今日の O2環境へと続く環境変動に適応し生き延びて
きたと考えている．
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では，なぜ O2に弱い DPORが，多くの光合成生物
において現在も依然として保持され続けているのだろ
うか？　現在のような好気的環境においても光合成生
物が嫌気的環境におかれることはよくある．たとえ
ば，ラン藻が含まれる微生物マットでは表層から深部
に向かって急速に O2レベルが低下し，表層からわず
か 4ミリの深さでほぼ嫌気的環境となる．また，環境
中では光強度が大きく変動し，LPORが十分に機能で
きない弱い光環境や暗黒条件にもたびたび遭遇するに
違いない．このような多様な環境においても滞りなく
Chlを供給し続けるためには，DPORの存在が重要な
のかもしれない．

11.
 おわりに

Chlの生物学的重要性に比してその生合成機構の理
解は非常に乏しい．今回 DPORの立体構造解明が刺
激となってそのほかの Chl生合成系酵素群の構造解明
が一気に進むことが期待される．とりわけ，LPOR
は，DPORとの構造比較，反応素過程の詳細な結果が
蓄積している点からも立体構造解明が待たれる．
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1. はじめに

神経細胞や筋の電気活動を司る電位依存性イオン
チャネルは，電位センサー（S1-S4）とポア領域
（S5-S6）から構成される（図 1）．膜電位変化を電位
センサーが感知するとそのシグナルがポア領域に伝達
され，イオンの透過が制御されると考えられてい
る 1)．長い間，この電位センサーをもつ分子は，電位
依存性イオンチャネルのみだと考えられてきた．しか
し近年，電位センサーをもつがポア領域をもたない新
しい電位依存性タンパク質が 2つ発見された．1つめ
は，ポア領域の代わりにホスファターゼをもつ電位感
受性ホスファターゼ VSPであり，このタンパク質は
膜電位の変化に応じて，酵素の働きを調節することが
できる 2)．もう 1つは電位センサー領域のみをもち，
一般的なポア領域をもたない新しいタンパク質 voltage 
sensor only protein (VSOP)であり（図 1），電位依存性
プロトンチャネルとして機能する（ヒトの相同遺伝子
Hv1も同時に発見された）3), 4)．電位依存性プロトン
チャネルは，長い間分子実体は同定されていなかった
ものの，血球細胞などからの電気生理学的解析により
その性質が詳しく調べられてきた 5)．VSOPが同定さ
れた後は，ノックアウトマウスの解析などにより，白
血球が侵入した細菌などを殺菌するときの活性酸素種
の生産にかかわったり 6), 7)，食細胞内側の pHを一定

に保つために重要であること 8)がわかっている．ま
た，VSOPと他のチャネルの電位センサー領域との相
同性は高いため，VSOPの動作原理を明らかにするこ
とは，すべての電位依存性イオンチャネルに共通する
仕組みを明らかにすることにつながると期待される．
本稿では，最近われわれが行った電位依存性プロトン
チャネル VSOPの構造的な特徴に関する研究を中心に
紹介する．

2. 電位センサーの鍵を握る S4の特徴

電位依存性イオンチャネルに共通する特徴として，
電位センサーの第 4番目の膜貫通領域（S4  Segment 
4）には，陽性の電荷をもつアミノ酸残基（アルギニ
ン残基かリジン残基）が 2つの疎水性アミノ酸残基に
はさまれながら規則的に並ぶ構造をもっている
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電位依存性プロトンチャネルに見る膜電位センサーの謎： 
細胞膜中に存在する電荷
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!e voltage-sensor domain (VSD) is the key module for voltage sensing of transmembrane proteins.  Recently, voltage-sensor only pro-
tein (VSOP) that contains a single VSD but no pore domain was discovered and functions as the voltage-gated proton channel.  !e 
fourth transmembrane segment (S4) of VSOP contains three arginines (R1, R2, R3).  We found that VSOP truncated just downstream 
of R2 retains most channel properties.  Two assays, PEGylation-protection assay and membrane insertion assay, showed that S4 inserts 
into the membrane, even if it is truncated between R2 and R3.  !ese findings provide important clues to the molecular mechanism of 
voltage-gated proton channel.

voltage sensor / voltage-gated proton channel / topology

図 1  
電位依存性タンパク質の構造
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（図 2a）．この正電荷の数を減らすと，チャネルの開
口の電位依存性が弱くなることなどから 9)，S4は膜電
位を感知するのに重要だと考えられている．S4は膜
電位を感知した後，構造変化を起こしチャネルのポア
（図 1の S5から S6にかけての部分）を開くと考えら
れており，実際に膜電位に応じて S4が動くことが多
くの実験で示されている 10)-12)．
近年，電位依存性 Kチャネルの詳細な 3次元結晶
構造が決定され，S4の正電荷を有するアミノ酸残基
が他の膜貫通へリックス（S1-S3）の負電荷を有する
アミノ酸残基もしくは細胞膜のリン脂質の親水性部分
と相互作用することにより，細胞膜内で安定化してい
ることが示された 13)．しかし，解かれた構造は活性化
状態の構造であり，具体的に膜電位変化に伴ってどの
ように構造変化をするのかは，いくつかのモデルが提
唱されているが，まだ論争が続いている．

3. VSOPの S4の役割

他の電位依存性イオンチャネルの電位センサーと同
じように，VSOPの S4も正電荷をもつアミノ酸残基
が規則的に並ぶ特徴的な構造をもっている（マウス由
来の VSOPでは R201, R204, R207）（図 2a）．このア
ルギニン残基を中性のアミノ酸残基に置換すると，電
位依存性が変化することから，これら正電荷のアミノ
酸残基は膜電位感知に重要であると考えられる 3), 4)．
著者らは，S4のどの領域がチャネル活性に重要で 
あるかを調べるために，S4の C末端側から段々と短
くする変異体を作製し，ホールセル（全細胞）パッチ
クランプ法を用いて電流記録を行った（図 2）．する
と驚いたことに 206番目のアラニンまで削った変異体
（A206stop）でも，電流を記録することができた
（図 2b, c）14)．また，ホールセルパッチクランプ法と
蛍光 pH指示薬を用いて，細胞内 pHをイメージング
したところ，脱分極にともない細胞内 pHが上昇して
いた．すなわち A206stopはプロトンチャネル活性を
維持していることが確認された．これらから，VSOP
の S4において，205番目のバリン残基以降の部分は
チャネル活性には必要ないことが示唆された．

4. PEGylation-protection法を用いた膜トポロジー解析

次に，A206stopの S4の残りの部分が膜に挿入され
ているのかを調べるため，PEGylation-protection法を
用いることにした 15)．この方法では，AMSと mal-PEG
の 2種類のシステイン結合試薬を使う．mal-PEGは，

システインに結合できる maleimideと分子量が約
5 kDaのポリエチレングリコール（PEG）が組み合わ
さったもので，バンドのシフトを見ることで，特定の
アミノ酸への結合が確認できる．AMSは分子量が約
500 Daの小さい物質で，狭い隙間にも入り込むこと
ができる．この方法では，水溶液中のシステインは
AMSに結合できることを利用して，AMSの結合の有
無により，目的のシステインが水溶液環境にあるかな
いかを特定できる．この方法は，既に大腸菌や無細胞
タンパク質合成系などで用いられてきたが 15), 16)，培
養細胞などでは使われたことはなかった．そこで，
VSOPを発現させた培養細胞で先行実験を行った
（図 3）．まず VSOPを発現させた培養細胞に AMSを
加える．AMSは溶液環境中のシステイン（P125C, 
C245）には結合することができるが，細胞膜内など
水溶液環境でないシステイン（C103）には結合する
ことができない．その後，強い界面活性剤で可溶化
後，mal-PEGを加えると，mal-PEGは AMSが結合し
ていないシステイン，つまり，水溶液環境中でないシ
ステインに結合することができるが，すでに AMSが

図 2  
（a）電位依存性タンパク質の S4のアミノ酸配列比較．mVSOP，
Ci-VSP（電位感受性ホスファターゼ），Shaker（ショウジョウバエ
の電位依存性 Kチャネル．矢印の位置にストップコドンを導入し
た．（b）A206stopの電流記録．各膜電位のときの電流を重ねてい
る．（c）A206stopの電流量と膜電位をプロットしたもの．（d）S4
を削った VSOPの電流の大きさを示す．縦軸は電流量を膜容量で
割った値．膜容量は細胞膜面積に比例する．（文献 14より改変し
て転載）
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結合しているシステインには結合できない．ウェスタ
ンブロットを行うと，mal-PEGが結合しているタンパ
ク質は，バンドシフトが起こることにより確認でき
る．実験系が確立したところで，次にさまざまな部位
のアミノ酸残基をシステインに置換した VSOPについ
て実験を行った（図 4）．内在的にあるシステインを
セリンに置換した VSOPをもととして，H190から

I212までのそれぞれの部位にシステインを導入した．
H190と F191はバンドシフトが見られなかったこと
より，AMSが結合していることがわかる．E192から
L194では，バンドシフトが起こっているが，シフト
しているバンドの強度は薄いことから，この領域では
AMSが結合している状態と結合していない状態が混
在しており，AMSが結合している状態の方が多いた
め，バンドの強度が薄くなっていると考えられる．
G195から V205では明確にバンドシフトを起こして
いる割合が多いため，これらの領域は AMSが結合で
きない，つまり細胞膜に埋まっている領域である．
A206から I212ではバンドシフトが起こらないため，
これらの領域では AMSが結合できる，つまり水環境
中に存在する（図 4b）．次に A206stop変異体でも同
様な実験を行うと，L200から R204についてバンドシ
フトが確認できたことから，A206stopの S4は膜に組
み込まれていることが示された 14)．

5. 無細胞タンパク質合成系を用いた膜への 
組み込み効率の算出

さらに，Stockholm大学の von Heijneと共同研究を
行い，彼らが独自に開発した方法 17)を用いて S4の小
胞体膜への組み込み効率を求めた 14)．この方法では，
まず 2回膜貫通のモデルタンパク質に VSOPの S4の
みを組み込む．このとき，図 5aのように S4が始ま
る前の部分に 2ヵ所の糖鎖修飾部位（G1と G2）を導
入する．糖鎖修飾部位が細胞膜から少なくとも 14ア
ミノ酸残基離れていないと糖鎖修飾が起こらないの

図 3  
PEGylation-protection法の予備実験．黒丸で示した位置にシステ
インを導入した．AMSは溶液環境中のシステインのみ（P125C, 
C245）結合できる．SDSで可溶化後 mal-PEGを加えると，AMS
が結合していないシステイン（C103）のみ結合する．mal-PEGが
結合すると mVSOPの位置から mal-PEGの位置にシフトする．

図 4  
（a）PEGylation-protection法 の 結 果．mal-PEGが 結 合 す る と
mVSOPの位置から mal-PEGの位置にシフトする．E192から
V205では AMS添加時に mal-PEGの位置にバンドがシフトして
いるので AMSが結合できない，つまり水溶液環境でないことが
わかる．（b）AMSが結合できるシステインを白丸，AMSが結合
できない位置を黒丸で示す．点線は推定される S4の膜貫通領域．
（文献 14より改変して転載）

図 5  
S4における膜への組み込み効率．（a）糖鎖修飾部位が細胞膜に近
すぎると糖鎖修飾は起こらない．S4が膜に埋まると G1（糖鎖修
飾部位）の位置のみ糖鎖が付加されるが，膜に組み込まれないと
きは，G1と G2両方とも糖鎖が付加される．（b）糖鎖の付加をバ
ンドの濃さより比率を求め，組み込み効率を計算した．表示して
いるアミノ酸残基の位置にストップコドンを導入している．（文
献 14より改変して転載）
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で，S4が膜に組み込まれている場合は，G2の位置で
は糖鎖修飾が起こらない 18)．このタンパク質を小胞体
存在下で無細胞タンパク質合成系を用いて合成したの
ち，SDS-PAGEを行うと，糖鎖修飾の数により膜への
組み込み効率を算出することができる．この方法で調
べた結果，I209stopと A206stopでは 80%以上膜に組
み込まれていたが，L200stopは膜に組み込まれていな
かった（図 5b）14)．
以上をまとめると，VSOPの S4の C末端側がなく
てもチャネル活性は見られることが示された．このこ
とは，電位センサーの働きとプロトン透過経路のいず
れにも A206より下流の部分が必須でないことを示し
ている．また，S4は予想外に細胞膜の中に埋もれて
いる領域は短いことを示しており，脂質 2重膜の厚み
よりかなり薄い厚さに電場がかかるという最近の膜電
位依存性 Kチャネルでの説とも矛盾しない知見であ
る 19)．これらの発見は，今後電位依存性プロトンチャ
ネルにおける膜電位感知やプロトン透過の分子機構の
解明に重要な糸口になると考えられる．

6. 今後の展開

VSOPは，電位依存性イオンチャネルでありなが
ら，一般的なポア領域がないという特徴的な構造だけ
でなく，機能的な面でも非常に興味深いタンパク質で
ある．近年電位依存性プロトンチャネルに関する論文
が多く出てきたが 6)-8), 14, 20)，まだまだ謎が多い．
VSOPは，電位センサーのみで機能すること，動物細
胞で効率よく発現すること，分子量が他の電位依存性
タンパク質に比べ小さいことなど，電位センサーの謎
を解明する優れたモデルになるタンパク質であり，プ
ロトン輸送の分子機構の解明とも合わせてさらなる研
究の進展が期待される．また，今回適用した膜トポロ
ジーを調べる手法は，さまざまな膜タンパク質の解析
に広く適用できると考えられる．
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1. はじめに

記憶学習を担うシナプス可塑性は脳機能の中でもさ
かんに研究されている．しかし，精神状態や加齢・環
境による学習効率の変化など重要な未解決問題は多
い．われわれが研究してきた情報伝達物質としての神
経ステロイドが脳神経に及ぼす作用は，これらの疑問
に切り込むものである．
従来，神経内分泌学では脳神経に作用するステロイ
ドホルモンは精巣・卵巣などで合成され，血流によっ
て供給されるものと信じられてきた．ペプチドホルモ
ンが脳でも脳以外の体でも合成されるのと比べると，
不思議な話であった．しかし近年，女性ホルモン（E2
エストラジオール）をはじめとするさまざまな神経ス
テロイドが合成されていることが，われわれの研究な
どにより明らかになってきた．脳内の濃度は血中から
来る濃度よりずっと多く，驚いたことに E2は雄の脳
の方が雌の脳より多く合成する．血中とは正反対であ
る．

E2は海馬の記憶学習に関与する神経シナプス伝達
を急性的にモジュレートしている．この作用はシナプ
スのステロイド受容体とキナーゼ群によって担われて
いる．更年期になると，雄も雌も E2が減少し，記憶
機能が低下しアルツハイマ－病も発生する．今回最新
の知見に基づき，海馬における神経ステロイドの合成
と記憶の神経伝達にかかわる作用を解説する．

2. 女性・男性ホルモンの海馬神経シナプス作用

更年期過ぎの女性にはアルツハイマ－病や痴呆が多
発するので，E2を送り込み海馬の記憶能力を活性化
するホルモン補充療法が広く行われている．この効果
の理由を解明するためもあって E2の作用研究は活発
である．ホルモン作用機構としてよく研究されている
のは，核に移行するエストロゲン受容体を介し遺伝子
転写の制御によって数時間―数日かけて機能を発現す
るもの（長期作用；神経保護やシナプス増加）である．
海馬ではこの他に，遺伝子の転写を介さずに短時間
（2時間程度）で効果が現れる短期作用がある．われ
われは E2が長期抑圧を強化する短期作用を発見した
（図 1）．
長期抑圧は誤ったシナプス記憶を消す作用であり，
この作用がないと，全体として正しい記憶を形成でき
ない．最初は大雑把に記憶するが，半分程度は誤った
記憶で，その後反復して正しい記憶に修正しているの
が常である．長期抑圧ができないようにすると神経行
動テストの成績が悪くなる．海馬スライスでは
1-10 nMの E2を灌流しておくと，長期抑圧が強化さ
れた 5), 7)．
一方，記憶を書き込む長期増強の研究では，海馬ス
ライスに E2を 30分灌流させても，長期増強には E2
の影響はないことがわかった 7)．

E2は，神経スパイン（棘突起：シナプス後部）の密

生物物理 51（2），076-079（2011）

海馬が合成する神経ステロイドの記憶学習モジュレーション
川戸　佳　東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻

Modulation of Learning and Memory by Neurosteroids in the Hippocampus
Suguru KAWATO
Dep. of Biophysics and Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, Univ. of Tokyo

Functions of the hippocampus is dependent on brain-derived-neurosteroids.  Because estrogen is synthesized locally in the hippocampus, 
as well as supplied from the ovary, its functions are attracting much attention.  Hippocampal sex-steroids modulate memory-related syn-
aptic plasticity not only slowly but also rapidly.  Slow actions of estradiol (E2) occur via nuclear receptors (ER), while rapid E2 actions 
occur via synapse-localized ER.  Elevation or decrease of the E2 concentration changes rapidly the density and morphology of spines.  
Kinase networks are involved downstream of ER.  !e long-term depression is modulated rapidly by changes of E2 level.  !e E2 level 
is much higher than that in blood circulation.  Hippocampus-derived sex-steroids play a major role in modulation of synaptic plasticity.
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度を変化させることによっても，海馬の神経可塑性を
制御している 5), 7)．スパインはシナプス前部と一緒に
なって記憶を蓄える最小部位シナプスを構成する．神
経に蛍光色素を注入して個々のスパインを可視化し，
E2の作用を検討した．海馬スライスに E2を作用させ
ると，CA1ではスパイン密度が増加する 5), 7)（図 2）．
スパイン頭部直径は 0.2-1.0 mの分布をもつが，特
に小型スパイン（0.2-0.4 m）の増加が目立つ．この
作用を媒介する情報伝達は，E2→受容体 ER→
MAPK, PKA, PKC, PI3Kなどのキナーゼ群となってい
ることがわかった．キナーゼはアクチンの重合／脱重
合を制御するタンパク質のリン酸化を行い，その結果
スパインが増加すると考えている．これまで E2がス
パインなどの神経回路を変化させるためには 12時間
以上の長い時間が必要と考えられてきたが，われわれ
の発見した非常に早いスパイン変動は，この常識を覆
すものである．
更年期などの加齢により海馬内の E2が低下すると
スパイン数が減少して，シナプスも減少するので，記
憶機能は低下するはずである．ホルモン補充療法で
E2を送り込むと海馬の記憶能力を活性化できる理由
は，このスパイン密度回復効果にあると解釈できる．
われわれは，E2の作用部位エストロゲン受容体 ER
の局在を調べるため精製抗体 RC-19を作成し（広島
大・小南教授），金コロイド免疫電子顕微鏡解析を

行った．その結果，海馬のグルタミン酸神経のシナプ
ス後部（スパイン）・前部と核に ERが確かに局在し
ていることを発見した（図 3）5)．われわれの研究以前
には，ERは抑制性の GABA神経にごくわずか存在
するという結果が常識だった．
一方，男性ホルモンのテストステロン（T）やジヒ
ドロ テストステロン（DHT）の記憶作用研究は，E2
と比べるとずっと少なく，高次脳機能での T，DHT
の作用はよくわかっていない．これは男性の更年期が
女性の更年期に比べて研究されていないことにもよ
る．海馬への注入で，脳では Tや DHTには抗不安作
用（勇敢にする作用）がある．さて，DHTを海馬神
経スパインに 2時間作用させると，急性的に CA1で
スパイン密度が増加した 8)．E2効果と似ているが，
PI3Kを駆動しない点と，大型スパイン（0.5-1.0 m）
が増加する点が E2とは異なる．Tと DHTの作用は
似ているが DHTのほうが Tより作用力が強い．男性

図 1  
E2による長期抑圧の強化．海馬スライスの CA1, CA3, DG領域の
グルタミン酸神経系（図 5参照）は，NMDA（N-メチル -D-アス
パラギン酸）の 3分間刺激（図上部の小四角）により，1 M Ca2

がスパインに流入し長期抑圧が誘導される（縦軸の興奮性シナプ
ス後電位が減少）．斜線横棒で示すように E2を灌流しておくと長
期抑圧が強化される．グラフの E2濃度は上から 0 nM, 1 nM黄色，
10 nM赤色．長期抑圧の強化は CA1でいちばん顕著である．（電
子ジャーナルではカラー）

図 3  
海馬 CA1グルタミン酸神経のシナプスにおける ERと P450arom
の局在（丸で囲んだ）．金抗体免疫電子顕微鏡解析．ERはスパイ
ン＝シナプス後部に発現しているが，細胞質や核にもある．
P450aromはスパインに発現しているが，ミクロソームにもある
（図 4参照）．E2局所合成→局所作用のシナプス分泌機構を示唆す
る．Scale barは 200 nm．

図 2  
E2によるスパイン増加と頭部形態の変化．海馬スライスに 1 nM 
E2を作用させると，2時間でグルタミン酸神経のスパイン密度が
1.4倍程増加し，小型スパインの増加が著しい．単一神経には樹
状突起が 50本程度あり，図で白い棒状の樹状突起に存在するスパ
イン（矢印）は合計 1万程度もある．（電子ジャーナルではカラー）
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ホルモン受容体としてはシナプスにも核と同じアンド
ロゲン受容体（AR）が見出されており，この ARを介
して下流のキナーゼ群（MAPK, PKA, PKC）を駆動し
ているという結果を得ている．

3. 海馬における男性・女性ホルモンの合成

以上のような海馬での性ホルモンの作用が，血中か
ら脳に到達した性ホルモンによってなされるのなら，
あまり面白味はない．海馬の神経自身が合成した性ホ
ルモンの作用によることを示した所がわれわれの研究
のいちばん誇れる部分である．なぜなら脳のほうが血
中より性ホルモン濃度が断然高いことを発見したから
である．われわれの研究の結果判明した海馬での性ホ
ルモン生合成経路を図 4に示す．
最も難題であったのは，デヒドロエピアンドロステ
ロン（DHEA）の合成酵素シトクロム P450(17)が
mRNAでもタンパク質でも，脳には存在しないという
多くの論文報告を覆すことであった．脳ステロイド分
野の開拓者であり神経ステロイドの名付け親E. Baulieu
教授（パリの国立医学衛生学研究機構，80歳近いが
元気）がどんな実験でも P450(17)は存在しないし
DHEAも合成されないという論文を Proc. Natl. Acad. 
Sci. USAなどに繰り返し書いているので，これは大き
な壁であった 1), 4)．「DHEAの下流の性ステロイドは卵
巣・精巣で合成され，血中をめぐり脳に到達して作用
する」というのが学会の常識だったからである．Baulieu
などは硫酸プレグネノロンが最も重要な神経ステロイ
ドで 1), 6)，これは記憶の活性化に働くという多くの論
文を報告していた．世界の大勢もそれを支持していた
が，なんと最近，硫酸プレグネノロンは脳には存在し
ないと，発見者自身が報告して大騒動になった 5)．こ
の為 Gustafsson教授（この分野の指導者，ノーベル医
学生理学賞選考委員長）も，2005年の私のセミナー
の前置きで，“Neurosteroid is still a somewhat ambiguous 
field”といっていたくらいである．1990年代後半の世
界の状況は悲惨で，P450, 3-HSDなどの mRNAは卵
巣や副腎皮質の 100分の 1以下であるということが示
されていて，ほとんどの P450生化学者は，脳での働
きは重要性がないものだと考え，研究からは撤退して
いった．
しかしわれわれはステロイド合成 P450の専門家で
あったこともあり，脳の新しい情報伝達物質候補とし
て解析してみたいと大胆な研究を進めた（1990年～）．
体ではステロイドもペプチドも，情報伝達物質として
勢力を二分しているのに，脳ではステロイドホルモン

が合成されないとされているのは，間違いではないか
と私は考えていた．10年間かけて抽出法や測定法の
検出感度を 1000倍上げることで，ようやく脳内ステ
ロイドの実態を捉えることができるようになった．海
馬を使用した理由は記憶の研究がやりたかったからだ
が，これが幸いした．海馬の抗体染色で，P450scc, 
P450(17), P450arom（図 4参照）が神経にきれいに
局在していることを発見したが 2), 3)，予想に反しグリ
アには少なかった．

PCRで性ホルモン合成に必要な他の酵素（17-HSD
など）をすべて見いだした 2), 3), 5), 7)．これらの発現量
は，性腺などと比べて 200分の1 -5000分の1と大変低
かったが，私はがっかりしなかった．なぜなら神経細
胞は小さく，海馬の体積は 0.1 mL程度で血管体積
20 mLの 200分の 1程度である．全身にステロイドを
配達する内分泌機構でなく，海馬では地産地消なので
これで十分のはずである．

3H-標識したステロイド基質を海馬スライスとイン
キュベートして代謝させ，生成物を HPLC精製して
計測し，E2合成経路を決定した．
さらに質量分析 LC/MS/MSによって海馬中での性
ホルモンの濃度を測定した．その結果，成獣オスラッ
トの海馬での濃度は，T約 17 nM, DHT約 7 nM, E2
約 8 nMであった．血中より高い．
海馬における合成経路は，精巣・卵巣の融合型であ
り，オスとメスの間で顕著な差が見られず，オスの脳
でも E2が，そしてメスの脳でも T, DHTが合成され
るという面白い事実が見つかった．精巣・卵巣のよう
な生殖機能の調節を担う部位と異なり，海馬合成の性

図 4  
海馬神経での性ホルモンの合成経路と合成酵素 P450, 3-HSD, 
17-HSDなど．オス・メスともに精巣（点線）＋卵巣（実線）の
融合型である．
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川戸　佳

ステロイドは性によらない神経伝達・神経可塑性の制
御を行っているからではないかと考えている．さら
に，P450(17)と P450aromは神経細胞のミクロソー
ムのみならず，スパイン内，シナプス後肥厚にも存在
することが免疫電子顕微鏡観察によって明らかとなっ
た 5), 7)．これはすなわち，E2がシナプスにおいても局
所的に合成されていること（シナプス分泌）を示唆し，
E2が神経シナプス伝達を短時間のうちに制御するこ
とが理解できる．
海馬における E2の合成については，われわれ以外
にも，Rune教授（Hamburg大）が発達期の培養海馬
スライスを使用して，海馬の E2産生が P450arom阻
害剤の添加で 24時間後に低下する事実から合成能を
報告している 7)．小脳のプルキンエ細胞に合成系があ
るという早稲田大・筒井の研究もある．しかし 2000年
以前は，神経ステロイドは神経ではなくグリアで合成
されるという論文がほとんどであった．
以上のまとめを図 5に示す．神経活動で Ca2がス
パインに流入して，神経ステロイドの合成が起こる．
コレステロールがミトコンドリアやミクロソームに移
動し，図 4に示した合成が起こる．合成された E2は
スパインにある受容体 ERやキナーゼを経て長期抑
圧の強化やスパインの増加を引き起こす．これらは
2時間程度で起こる．この他に細胞体では，核エスト
ロゲン受容体を経由した 1日かかるような遅い遺伝子
転写作用も引き起こされる．

4. 将来の展望

神経ステロイドの将来重要な研究テーマとして 3つ
を挙げる．第一に，記憶中枢などで男性脳と女性脳に
は性差があるのでは？という未解決の大問題がある．
空間学習や長期増強の大きさなどに確かに差がある
が，脳内の E2, T, DHTの差で男性脳と女性脳の差が
形成されるのであろうか？ 第二に，神経ステロイド
の一種であるストレスステロイドが重要な役割を果た
す，ストレスの神経作用も重要な分野である．海馬は
ストレスステロイド受容体が多く，ストレスのセン
サーでありかつ標的である．驚くべきことに急性スト
レス（1時間のコルチコステロン作用）では海馬で大
型スパインが増加することが見いだされた．これは試
験や会議の発表などの場合の適度なストレスに相当す
る．このような場合，神経活動が抑制されず上昇する
ことの説明になるのか．ストレスステロイドは生体時
計の最終出力で，起床信号としての研究も発展してい
る．第三に，神経ステロイドは新種の神経栄養因子と

考えられるので，他の神経栄養因子との比較も重要で
ある．脳由来神経栄養因子 BDNFと E2の比較研究は
数多い．発生過程の作用で有名なアクチビン（性ホル
モンの一種）が，海馬でも合成され，スパインを増加
させることなどを見いだしており，これも新しい神経
栄養因子である．神経栄養因子として期待されている
蜂蜜のローヤルゼリーは，スパイン密度はまったく変
化させずに，スパイン頭部を縮小させるという面白い
力をもつこともわかってきた．
以上の研究は，向井・釣木澤・荻上・北條・村上・
畑中・石井・肥後・大石・小松崎・木本の各博士が中
心となって進めたものである．
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図 5  
海馬での E2の合成と神経シナプス伝達のモジュレーションの機
構．（電子ジャーナルではカラー）
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1. はじめに

多くのタンパク質や核酸は，その機能を発揮するた
めに特定の構造を形成する．このような構造の内部に
あるほぼすべての残基（もしくは塩基）は，それぞれ
に特定の残基との間に水素結合や塩橋などの相互作用
を網目状に構築している．間違ったペア間での水素結
合や塩橋も形成されそうにみえるのだが，生体分子は
複雑な相互作用網を非常に短い時間内に間違うことな
く構築できる．
どのようにして相互作用網を構築しているのかを考
える際，1つ 1つの相互作用が形成されるためには，
先ず 2点が十分近くにまで接近する必要があることが
鍵となる．このことは，相互作用網が構築される過程を
明らかにするためには，分子内の任意の 2点が接近す
る運動を正確に理解する必要があることを示している．
生体分子中の注目する 2点をラベル化し，2点の接
近に伴うラベルの状態変化（たとえば，発光強度の変
化 1)や，三重項励起状態の吸収強度変化 2)）を観測す
ることで，2点が衝突する速度を見積もることができ
る（ここで衝突とは，化学結合しない2つのラベルが，
観測可能な状態変化を起こすのに十分な距離にまで接
近することを意味する）．しかしながらこれまでは生
体分子内の両末端の衝突速度の報告例が多く 1)-3)，私
たちが知る限り任意の 2点間の衝突速度を見積もる方
法については報告がない．本稿では，私たちが一本鎖
DNAの分子内衝突速度を実験とシミュレーションで
調べて見いだした，任意の 2点間の衝突速度を見積も
る方法を紹介する 4), 5)．

2. 発光寿命測定を用いた衝突速度の見積もり

私たちは一本鎖 DNAに発光分子と消光分子を修飾
し，その発光寿命から 2点（発光分子と消光分子）が
衝突する速度を実験的に見積もった 4), 5)．具体的に
は，まず発光分子のみを修飾した一本鎖 DNAを用い
て内在の発光寿命 (L)を見積もった．次に，発光分
子に加えて消光分子も修飾した一本鎖 DNAの発光寿

命 (LQ)を測定した．この LQから，内在の消光過程
の寄与を差し引き，消光分子との衝突に起因する消光
速度 (kq)を見積もった（式（1））1)．
消光分子との衝突に起因する消光過程は，発光分子
と消光分子が衝突してから，消光せずに解離する過程
と消光する過程からなる（図 1）1)．解離する速度より
も非常に早く励起した発光分子を消光できる場合
(kd  k)，消光速度 (kq)は 2点の衝突速度 (k)と等
しくなる（式（1））．

   +
+

-−

×⋅
= -− = »≈

+
d

q LQ L
d

1 1 k kk k
k k  （1）

この手法では，発光分子と消光分子が衝突するまで
発光が持続する必要があるので，内在の発光寿命が長
い発光分子を用いる方がより遅い衝突運動を観測でき
る．そこで私たちは，これまでに用いられてきた発光
分子の寿命（数十ナノ秒）より十倍ほど長い 500ナノ
秒程度の寿命をもつトリス（2,2-ビピリジン）ルテニ
ウム (II)錯体の誘導体を発光分子として選んだ．消
光分子としては，ルテニウム錯体の発光を数十ピコ秒
で消光できる (kd  k)，メチルビピリジンもしくは
DABSYLを用いて，発光分子と消光分子の衝突速度を
調べた．

3. 一本鎖 DNAの両末端の衝突速度の観測

まず最も遅い分子内の衝突運動である，両末端の衝
突速度を，4種の塩基のうち最も柔軟であるチミンの
ホモポリマーを用いて実験的に調べた 4)．生体内に近
い溶液条件で観測した結果，両末端の衝突速度はチミ
ジル酸数の 3.49  0.13乗に依存することがわかった
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図 1  
消光分子との衝突に伴う消光機構
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（図 2）．これまでに報告されている電荷をもたないポ
リマーよりもはるかに強い依存性であることから（中
性ペプチドでは 1.4から 1.7であり，無限に長い鎖
のスケーリング則では約 2.3と予想されている），こ
の強い依存性は有限長の一本鎖 DNAにおける負電荷
の反発に起因すると考えた．電荷の寄与は一般に溶液
のイオン強度を変えることで調べられるが，DNAの
柔軟性も同時に変わるため電荷のみの寄与を実験的に
調べることは難しい．そこでチミジル酸に見立てた負
電荷のビーズが，実験で見積もられたチミジル酸ポリ
マーの持続長を再現するバネ定数のバネでつながった
モデルを，ビーズの排除体積効果やイオン強度依存的
なクーロン力を含むポテンシャル上に置いたときの両
末端の衝突速度をシミュレーションした．その結果は
予想通り強い鎖長依存性を示し（ビーズ数の3.7  0.1
乗），上述の電荷をもたない理想鎖より強く，実験とよ
く一致したことから，DNA特有の主鎖の負電荷間の反
発が強い鎖長依存性を引き起こしていると考えられた．

4. 内部の 2点の衝突と両末端の衝突の時定数の比

次に両末端の衝突運動と比較して，同じ全長のチミ
ジル酸ポリマー内の 2点間の衝突運動がどの程度速い
のかを検討した 5)．26個のチミジル酸からなるポリ
マーの末端にルテニウム錯体を，配列内部のチミジル
酸に DABSYLを修飾して用いた．全長を固定して
DABSYLの修飾位置 (j)を変え，それぞれに見積もっ
た末端と内部の衝突の時定数 (0j)と，両末端の衝突
の時定数（0N，図 2）の比をとり，シミュレーション
の結果と比べたところ，鎖長依存性だけではなく，値
そのものが非常によく一致した（図 3）．おそらくこ
れは，比をとることでポリマーを構成する詳細な情報
が打ち消されたためであると考える．これを支持する
ように，既報 2)の 35残基のペプチドから見積もった
比も一致している（図 3）5)．

今回実験で観測できなかった内部の 2点間の衝突速
度をシミュレーションで見積もり，同様に比を調べた
ところ，この場合もペプチドの報告例と一致した 5)．
このことは図 3のような比は一般の生体高分子の任
意の 2点間の衝突にまで拡張できる可能性を示してい
る．このことは言い換えると，既知の両末端の衝突速
度の時定数（たとえば図 2）をこの比に掛け合わせる
ことで，任意の長さのポリマーの任意の内部の 2点間
の衝突速度を見積もることができる可能性を意味して
いる．図 3で見られるように比が 1を超える原因の
解明も含めて，シミュレーションで見積もった比の実
験的な検証が今後必要である．
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図 3  
末端と内部の衝突と両末端の衝突の時定数の比は一本鎖 DNAの
実験とシミュレーションでのみ一致するだけではなくペプチドで
も一致した．

図 2  
一本鎖 DNAの両末端の衝突速度の強い鎖長依存性
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1. はじめに

がんメカニズムを生理的に理解するには，がん組織
の in vivo imaging（以下，生体イメージング）が重要で
ある．しかしこれまでの X線，発光，蛍光による生
体イメージングでは 1 m程度の空間位置精度が限界
であったため，分子レベルのがんメカニズム解明には
いたっていなかった 1), 2)．われわれはがん組織の生体
分子動態の可視化を目的として，蛍光性ナノ粒子を標
識剤に用い，9 nmの空間位置精度で観察可能な生体
ナノイメージング法を開発した．本稿ではこの方法を
解説するとともに，生体ナノイメージングによっては
じめて議論が可能になったがん転移メカニズムについ
て紹介する 3)．

2. 生体ナノイメージング法

われわれは分子モーターの蛍光ナノ計測で得た技術
を応用し，高空間位置精度の生体ナノイメージング法
を開発した．この方法には，標識材料，顕微鏡装置，
解析法の 3要素が重要であると考えている．
標識材料には，半導体の結晶をコアにもち，約

700 nmの蛍光波長を有する蛍光性ナノ粒子（量子ドッ
ト）を用いた．量子ドットは有機系蛍光色素の数十倍
以上の蛍光強度が有り，数百倍以上の耐光性を保持す
る．生体組織内では自家蛍光や光の吸収が大きな問題
となるため，近赤外波長において高輝度で長時間観察
可能な量子ドットは優れた材料である．光は波長が長
くなれば組織透過性が増大するため，長波長の励起光
を選択することで，より組織深部の蛍光シグナルの検
出が可能となる．われわれは目的に応じて488-635 nm
のレーザー光を使用している．
装置開発では，高感度のシグナル検出に加え，生体
由来の振動（呼吸，拍動）の軽減の 2つが重要な鍵で
ある．高感度検出については，高速観察可能なニポウ

板（Nipkow disk）タイプの共焦点顕微鏡に多色イメー
ジング可能な 2光路分離ユニットを取り付け，冷却し
ながら電子増幅するElectron-Multiplier CCD (EM-CCD)

カメラを採用した．この光学系において，レーザー光
を試料面に効率よく集光させながら照射することで，
ガラス板上では数ミリ秒の露光時間で量子ドット 1粒
子の検出が可能となっている．さらに対物レンズをピ
エゾステージで高速に振動させ，生体内での 3次元観
察を可能にしている（図 1a）．また生体振動をできる
だけ排除するためには，マウスの背中側皮下に埋め込
んだ腫瘍を露出させた後，1 cm  1 cmの小窓付のチャ
ンバーをはめ込み，外科用の強力接着剤でチャンバー
と皮膚を接着させた．その後チャンバー付きマウスを
独自低振動性ステージにボルトで強固に固定した．
解析法として，分子モーターの蛍光ナノ計測法 4)を
応用し，量子ドットの蛍光強度分布をガウス関数で近
似計算することで，蛍光の重心位置を高精度で算出し
た．以上の 3要素（材料，装置，解析法）を最適化し，
XY平面において 9 nmの空間位置精度で生体イメージ
ングに成功している 3)．

3. がん転移のナノイメージング

がん転移には，細胞膜タンパク質の拡散性増加や細
胞膜形態変化などの膜ダイナミックスが重要である．
細胞は転移活性化の刺激を細胞外から膜タンパク質を
介して受け取り，活性化されたシグナルを膜タンパク
質を通して細胞外環境に発信する．膜タンパク質の拡
散速度の増加は「受容体（膜タンパク質）とリガンド
の間」や「接着タンパク質（膜タンパク質）と細胞外基
質の間」の反応速度を増加させ，その結果がん転移が
活性化すると考えられている 5)．また細胞膜形態変化
では糸状仮足，葉状仮足，浸潤突起などが知られてい
る 6)．しかしこれらの知見は生体から分離した培養細
胞の実験成果が主であり，血管が存在し複雑な組織構
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造をなすがん組織中での実体解明が期待されていた．
われわれはがん転移を可視化するために，がん転移
活性化因子 PAR1 (Protease-activated Receptor 1)に注目し
て研究を行っている．PAR1はがん細胞の運動能・浸
潤能を活性化する 7回膜貫通型受容体で，乳がんをは
じめ多くのがんの転移に関与している 7)．われわれは
PAR1の N末細胞外領域に特異的に反応する単クロー
ン抗体を調製し PAR1抗体と量子ドットが結合したト
レーサーを作製した（PAR1抗体-QDs）．PAR1を発現
するヒト乳がん細胞（転移性がん細胞）でがんモデル
マウスを作製し，このマウスの尾静脈から PAR1抗体
-QDsを注入することで，マウスのがん細胞の PAR1
を蛍光標識した．その後生体ナノイメージング装置で
量子ドットの蛍光重心位置を解析し PAR1の動きの変
化を調べた．観察は，がん転移過程を踏まえ，がん組
織内で血管から 200 m以上遠方に位置するがん細胞
（図 1b），血管から 20-30 m以内の近傍に位置するが
ん細胞（図 1c），血流中のがん細胞（図 1d），血管壁
に接着しているがん細胞（図 1e, f）の順に行った．
その結果，血管遠方のがん細胞では，PAR1は非常に
遅い拡散係数（拡散性運動の大きさを表す指標）を示
したが，血管内浸潤に向かって拡散係数は増加し，血
流中のがん細胞では血管遠方の細胞に比べ拡散係数が
約 1000倍以上に増加していた．このように膜タンパ
ク質の拡散運動が増加することによって，転移が活性
化されると考えられた．血流中のがん細胞は，その後
血管壁に接着し，拡散係数が血流中に比べ約 20分の 1
にまで減少した．血管近傍細胞（図 1c）や血管壁接
着細胞（図 1f）では，細胞運動の進行方向へ向かって
特異的に仮足を形成しているようすが観察された．ま

たこれらの仮足上では他の膜領域と比較し，PAR1の
拡散係数が数倍以上に増加していることがわかった．
以上の結果から，がん細胞は組織内の場所に応じて
巧みに膜タンパク質の拡散運動を促進することで，受
容体の反応速度を増大させ，がん転移を効果的に引き
起こしていると考えられた 3)．

4. おわりに

がん組織の複雑な構造内では（血管，間質，3次元
細胞間相互作用），同一のがん細胞であっても，その
存在場所に応じて分子動態や形態を巧みに変化させて
いることがわかった．したがって個体内のさまざまな
環境に応じた細胞応答性の変化を生体ナノイメージン
グし，培養細胞の実験結果と融合させることが，個体
システムの一層の理解につながると思われる．
文　献
 1) Wang, W. et al. (2002) Cancer Res. 62, 6278-6288.
 2) Jenkins, D. et al. (2005) Breast Cancer Res. 7, R444-R454.
 3) Gonda, K. et al. (2010) J. Biol. Chem. 285, 2750-2757.
 4) Watanabe, T. M., Higuchi, H. (2007) Biophys. J. 92, 4109-4120.
 5) Zeisig, R. et al. (2007) Arch. Biochem. Biophys. 459, 98-106.
 6) Pollard, T. D., Borisy, G. G. (2003) Cell 112, 453-465.
 7) Boire, A. et al. (2005) Cell 120, 303-313.

図 1  

生体ナノイメージング装置の概要図（a）とがん転移過程の膜タン
パク質拡散性と細胞膜形態の変化（b）-（f）．（b）-（f）の数値は，血
管遠方細胞（b）の拡散係数（72 nm2/s）を 1としたときの相対値
を示す．（電子ジャーナルではカラー）
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1. はじめに

タンパク質の立体構造情報は膨大に蓄積され，なお
も集積され続けている．タンパク質立体構造データ
ベース（PDB）に登録されている構造のうち，複数の
ドメインをもつ高分子量タンパク質立体構造のほとん
どは結晶構造である．結晶化条件の違いにより，同じ
タンパク質であってもドメイン間相対配置が異なる例
はしばしば見つかる．ドメイン間相対配置変化を伴う
タンパク質分子形態変化が，機能上重要な役割を担う
ことはいつくかの例で示されている．しかし，結晶構
造で観測された分子形態変化が，機能上意味があるも
のか，結晶中にあることによる歪みかは容易には判断
できない場合もある．溶液状態にあるタンパク質の分
子形態変化を正確に観測できれば，タンパク質が示す
分子形態変化の機能上の役割を明らかにすることがで
きる．
本稿では，上記の動機のもと私が開発してきた溶液
中タンパク質の分子形態変化を観測する NMR技術
（DIORITE法）について原理と応用を紹介する 1), 2)．

2. 異方性核スピン相互作用

本稿で紹介する NMR法は溶液試料を対象とする
が，通常の溶液 NMRでは使われない「異方性核スピ
ン相互作用」を利用する．そこで，DIORITE法の原
理を説明する前に，異方性核スピン相互作用について
概説する．
核スピンと磁場，あるいは核スピン間には空間的異
方性をもつ相互作用が存在する．これを異方性核スピ
ン相互作用とよぶ．固体試料で観測される広幅な
NMRシグナルは，この異方性核スピン相互作用が顕
在化している結果である．一方，溶液中では分子の速
い回転拡散運動によりこの相互作用は消されるため，
溶液 NMRスペクトルは高い分解能をもつ．
スピン量子数 2分の 1の核スピンを観測対象とする

場合には，核スピン双極子間相互作用と化学シフト
（核スピンと磁場との相互作用）の 2つの異方性核ス
ピン相互作用を考える必要がある．
磁場存在下での核スピン双極子間相互作用は，2つ
の核スピン間を結ぶベクトルと磁場の間の角度 ijに
依存した式（1）で表される異方性相互作用強度 Dijを
もつ（図 1a）．

 ( )2
0

1 3cos 1
2ij ijD D = -−  （1）

ここで D0は，核スピン間距離 rijで働く双極子間相互
作用強度を表す（式（2））．は核スピンの磁気回転比
を表す．なお，0は真空の透磁率， /2h = （hはプ
ランク定数）である．

 0
0 2 34

i j

ij

D
r
 


=-−


 （2）

タンパク質分子は，溶液中で数十 nsecの回転相関
時間をもつ回転拡散運動をしている．そのため，
NMRシグナルを観測する数十ミリ秒の間には，図 1a

の原子対ベクトルは磁場に対して全方位を取り得る．
したがって，次の式の関係が満たされる．

 ( )2

0
sin 3cos 1 0ij ij ijd


   -− =ò∫  （3）

つまり式（1）の原子対の磁場配向角に依存する項は平
均化され消える．このため，異方性双極子間相互作用
は，溶液 NMRスペクトル上では観測されない．
化学シフトは，観測する核スピン周りの電子雲によ
る外部磁場に対する遮蔽の強さを示す．ペプチド中の
15N核スピンを例として考える．ペプチド面上の電子
は，15N核スピン周りに均一には分布していない．カ
ルボニル基と窒素の間の電子共鳴構造のため CN軸方
向は磁気遮蔽が最も強く，次にペプチド面の法線方
向，最も遮蔽が弱いのはペプチド面の側面方向であ
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る．15N核スピン周りの電子分布の空間的異方性は，
3つの主軸成分に分解しテンソル量として表現され
る．これを 15N核スピンの化学シフト異方性（chemical 
shift anisotropy; CSA）テンソルとよぶ（図 1b）．
核スピン周りの電子分布の空間的異方性のため，主
鎖 15Nの化学シフトは，本来はペプチド面の磁場に対
する配向角に応じて変化する．しかし，溶液スペクト
ル上では分子の速い回転拡散運動のため，異方性化学
シフトの平均値が観測されている．

3. タンパク質を“弱く”磁場配向させることで 
観測できる残余異方性核スピン相互作用

双極子間相互作用は，NH結合軸の磁場に対する配
向角を与える（図 1a）．一方，化学シフト異方性は，
ペプチド面の磁場に対する配向角を与え，NH結合軸
に加え CN結合軸の磁場に対する配向角も規定する
（図 1b）．溶液 NMRスペクトルは，高い分解能と引
き替えに，このタンパク質中の構造単位の磁場配向角
という貴重な情報を失っている．

NMRによるタンパク質立体構造決定は，NOEによ
る 1H核間距離と，ビシナルスピン結合 (3J)による二
面角を用いる．これらは，5 Å以内の距離にある 1H間
あるいは 3つの化学結合を介したスピン結合など近距
離核スピン相互作用による構造情報である．ドメイン
間に観測される近距離構造情報は少ない．このため
NOE, 3Jのみに基づく構造解析では，個々の構造情報
の限られた定量性のために正確なドメイン間相対配向
が決定できない．相対配向角を直接規定する「巨視
的」構造情報が必要である．この目的には，NH結合
軸あるいはペプチド面の磁場に対する配向角を与える
異方性核スピン相互作用の利用が有効であることに気
がつく（図 1）．
異方性核スピン相互作用を溶液 NMRスペクトル上
で観測するには，タンパク質を磁場に対して“弱く”

配向させる特殊な試料調製が必要である．タンパク質
を完全に磁場配向させてしまっては，強い異方性核ス
ピン相互作用のため極端なシグナルの広幅化が生じス
ペクトル観測ができない．適切な強度の異方性核スピ
ン相互作用をスペクトル上に復活させることが必要で
ある．Baxらは磁場配向性液晶を試料溶液に入れ，配
向した液晶分子とタンパク質との衝突により間接的に
タンパク質を配向させる技術を開発した 3)．液晶濃度
により配向強度を微調整できるため，適切な強度の異
方性核スピン相互作用を復活させることができる．
1H-15Nの核スピン双極子間相互作用強度 (D0)は
22 kHzである．式（1）の角度依存項の試料分子全体に
対するアンサンブル平均，(3cos2ij  1)/2，がおよそ
1000分の 1になるように配向強度を調整することで，
シグナル強度を保ちながら約 20 Hzの異方性双極子間
相互作用をスペクトル上に復活できる．この“弱い”
配向条件の実現により，十分な精度の異方性効果の観
測が可能になる．
復活した異方性核スピン相互作用は，異方性双極子

間相互作用と，化学シフト異方性でそれぞれ異なるス
ペクトル変化を与える．1H-15N間の異方性双極子間相
互作用は 1JNH結合の変調として観測される．一方，
15N化学シフト異方性は，15N化学シフトの変化とし
て現れる．観測されるスペクトル上の変化量は，残余
双極子間結合（Residual Dipolar Coupling; RDC），およ
び残余化学シフト異方性（Residual CSA; RCSA）とよ
ばれる（図 2）．個々の残基に対して観測される RDC
は，対応する NH結合軸の磁場に対する配向角を与
え（図 1a）4)，RCSAはそのペプチド面の磁場に対す
る配向角を与える（図 1b）5)．

4. TROSYスペクトルで観測される残余異方性効果 
―高分子量タンパク質構造解析への異方性核スピン 

相互作用の利用

RDCはスピン結合により分裂した一対のシグナル
の分裂幅の変化として観測される．しかし，その高磁
場成分はHSQC 2次元相関シグナルよりも速い横緩和
速度を示し，さらに復活した異方性相互作用による横
緩和促進効果も加わるため，20 kDaを超えるタンパ
ク質ではこの高磁場シグナルが観測できず，したがっ
て RDC測定ができない．このため，RDCが観測でき
る分子量限界は，NMR構造解析の分子量限界（約
30 kDa）よりも厳しい（図 2a）．

2つ以上のドメインをもつタンパク質の多くは
20 kDaを超える．したがって，ドメイン間相対配向
を決定する汎用技術としては，20 kDa超のタンパク
質への適用が求められる．DIORITE法では，配向条

図 1  
異方性核スピン相互作用．（a）核スピン双極子間相互作用（b）
15N核スピン化学シフト異方性テンソル．主軸 xxは NH結合軸に
対し角度 （約 20度）ずれる．X, Y, Zは分子座標軸，B0は静磁場
方向を表す．（電子ジャーナルではカラー）
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件下の高分子量タンパク質でも十分なシグナル強度を
保つ TROSY 2次元相関スペクトルを用いてこの分子
量限界を克服している 1), 2), 6)．ここで，この TROSY
法について説明する．

1H-15Nスピン結合により分裂した一対のシグナルそ
れぞれの成分の横緩和速度は異なる．これは 1H-15N
双極子間相互作用による横緩和過程と化学シフト異方
性による横緩和過程の干渉による．1H-15N HSQCシ
グナルの横緩和速度を R2，緩和干渉による摂動項（交
叉相関緩和速度）を xy ( 0)とする．一対のシグナル
それぞれの横緩和速度は次の式で表される（添字 upp, 
lowはそれぞれ高磁場，低磁場成分シグナルの横緩和
速度であることを示す）．

 upp  R2  xy （4）

 low  R2  xy （5）

この関係から，一対のシグナルの低磁場成分はHSQC
シグナルよりも長い横緩和時間をもつことがわかる．
HSQC 2次元相関シグナルが観測できない高分子量タ
ンパク質でも，このシグナルは観測可能である．緩和
干渉効果の結果生じる長い横緩和時間をもつシグナル
を利用して高分子量タンパク質の 2次元相関シグナル
を高感度に観測する方法が TROSYである．100 kDa
を超えるタンパク質でも，TROSYは高分解能・高感
度の相関スペクトルを与える．

タンパク質を“弱い”配向状態に置くと TROSYシ
グナルの化学シフトは変化する．15N軸方向の変化量
(TROSY)は，RDC，RCSAと次の関係にある 2)．

 TROSY  (1/2)RDC  RCSA （6）

TROSYはペプチド面の 15N核スピンがもつ 2つの残余
異方性効果を含み，各 TROSYシグナルに対応するペ
プチド面の磁場に対する配向角を規定する．この観測
値を利用することで，RDC測定の分子量限界をはる
かに超える高分子量タンパク質の磁場に対する配向角
が決定できる．

5. TROSYによるタンパク質の磁場に対する 
配向角の決定とドメイン相対配向解析

TROSYは各ペプチド面の磁場に対する配向角を与え
る．タンパク質の立体構造が既知の場合には，原子座
標を用いて次の関係式（7）, （8）から特異値分解により
タンパク質の分子配向状態を記述する Saupeのオー
ダーマトリックスが計算できる．

 ( ) ( )0
, , ,

1 2cos cos
2 3

j
TROSY kl k l kl

k l x y z

S D  
=

æ ö÷çDΔ = + DΔ ÷ç ÷çè øå∑  （7）

 ( ) ( )
, ,

cos cosj
kl kj lj jj

j x y z

  
=

DΔ = å∑  （8）

ここで，Sklはオーダーマトリックスの行列要素を示
す．kは NH結合ベクトルと分子座標軸（タンパク
質の原子座標を記述する座標軸）kとの間の角度，kj

は化学シフト異方性テンソル主軸 jと分子座標軸 kと
の間の角度を表す．jjは，化学シフト異方性テンソル
主値を表す．オーダーマトリックス Sを対角化するこ
とで分子配向テンソル主値とテンソル主軸の分子座標
軸に対する角度を求めることができる．式（7）, （8）を
用いてTROSYから分子配向テンソルを求める方法を，
DIORITE (Determination by Induced ORIentation by Trosy 
Experiments)法とよぶ．

DIORITE法によるドメイン相対配向解析は以下の
手順で行う．まず，各ドメインに対して独立に TROSY

からオーダーマトリックス Sを決定する．そこから各
ドメインの分子配向テンソルを計算する．ドメインご
とに決定した分子配向テンソルの各主軸方向が一致す
るようにドメインの座標を回転させることで溶液中に
おけるドメインの相対配向が決定できる．
マルトース結合タンパク質（MBP, 42 kDa）中の

2つのドメイン間相対配向解析を例として示す．MBP
は，マルトース，シクロデキストリンなどD-グルコー

図 2  
弱い分子配向により 1H-15N 2次元相関スペクトル上で観測される
残余異方性核スピン相互作用効果．等方溶液（isotropic）と配向
状態（aligned）で観測されるスペクトル違いを模式的に示す．（a）
残余双極子効果 (DNH)．一対のシグナルの上方の成分は速い横緩和
速度をもつ．（b）残余化学シフト異方性効果 ()．（電子ジャーナ
ルではカラー）
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スが (1  4)グリコシド結合したユニットをもつ基
質を認識する．結晶構造解析から，MBPは基質の大
きさに応じてドメイン相対配向を変化させることが示
されている．図 3aには，基質であるマルトースと結
合したMBPの TROSYスペクトル上に，弱い配向に
より誘導されたスペクトル変化量 (TROSY)を示す．
Apo型MBPの結晶構造を用いて計算した各ドメイン
の配向テンソル主軸を立体構造と共に示す（図 3b）．
2つのテンソル主軸方向が一致するように N末端ド 
メインの座標を回転させて得た溶液中での基質結合 
型MBP構造を図 4に示す．結晶構造解析から，MBP
はマルトースとの結合により apo型構造から N末 
端ドメインが 36度回転することがわかっている．

DIORITE解析からは，この N末端ドメインの回転角
は 33度と決定することができ，実験誤差内でドメイ
ン間配向角を再現できた（投稿中）．

6. おわりに

本稿では，高分子量タンパク質のドメイン相対配 
向解析技術 DIORITE法の原理を中心に紹介した．
DIORITE法により結晶中で観測されたドメイン配向
変化を再現した例を示した．DIORITE法は，ドメイ
ン配向解析にのみ利用されるものではなく，ドメイン
間のゆらぎや基質結合に伴う 2次構造間再配向などさ
まざまな応用が可能である．

TROSYは 800 MHz-900 MHzの観測磁場で最大のシ
グナル先鋭化効果を示す 1)．日本では 900 MHz超の
高磁場 NMR装置が理研，阪大蛋白研などで利用でき
る環境が整備されている．超高磁場 NMRの利用によ
り，DIORITE法をさらなる超高分子量タンパク質の
分子形態変化観測へ応用できると考える．
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け，同じく JST・先端計測分析技術・機器開発事業の
支援により進めている．本研究を進める中で，理研横
浜 NMR施設の高磁場 NMR装置を利用させていただ
いた．記して感謝する．

文　献
 1) Tate, S. (2008) Anal. Sci. 24, 39-50.
 2) Tate, S. et al. (2004) J. Magn. Reson. 171, 284-292.
 3) Tjandra, N., Bax, A. (1997) Science 278, 1111-1114.
 4) Tjandra, N. et al. (2000) J. Am. Chem. Soc. 122, 6190-6200.
 5) Kurita, J. et al. (2003) J. Magn. Reson. 163, 163-173.
 6) Pervushin, K. et al. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 12366- 

12371.

図 3  
弱い分子配向で誘導された TROSYスペクトル変化．黒で表示した
スペクトルは等方状態で観測されたスペクトル，赤で表示したス
ペクトルは配向状態で観測されたスペクトルを示す．（a）DIORITE
解析で得られたMBPの N, C各ドメインの分子配向テンソル主軸
（Axx, Ayy, Azz）．

図 4  
DIORITE法で決定したマルトース結合型MBPの Nドメインの配向
（赤）．（a）Apo型MBP結晶構造（PDB: 1OMP）（青），（b）マルトー
ス結合型MBP結晶構造（PDB: 1ANF）（青）との比較．
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1. はじめに

X線小角散乱（SAXS）法は，試料に X線を照射し，
散乱 X線強度の角度分布から構造情報を得る方法で
ある 1)-3)．対象が溶液であることを除き，結晶解析と
同様の散乱現象に基づくが，溶液中の分子の構造情報
が時間的空間的に平均化されるため，これまでは分子
の大きさや大まかな形状を調べたり，グローバルな構
造変化を解析するのに用いられてきた．他の構造解析
法と比して分解能が低く，情報量も少ないため，粗い
構造が得られることになる．近年は，光源や検出器の
改良により広角領域まで測定可能になり，より高い分
解能のデータが得られるようになりつつある 4)．
タンパク質溶液に X線を照射すると，タンパク質
は水よりも平均電子密度が高いので，より強く散乱 
する．このとき，粒子の形状や大きさに応じて，散乱
強度は一定の角度依存性を示し，図 1aのような特徴
的な散乱パターンを示す（横軸は散乱角ではなく， 

4 sinh  


= で表される．2が散乱角，が X線の 

波長に相当する）．一般的に小角領域のデータから分
子全体の大きさや形状に関する情報が，広角領域の
データから分子の内部構造や局所的形状に関する情報
が得られる．

2. 束縛条件付き分子動力学法と SAXS_MD

上述の通り，溶液散乱においては，等方的に平均化
された 1次元のデータとなるため，得られる立体構造
情報は，他の解析法と比較して相対的に少ないが，
SAXS法のメリットは，一旦立体構造のモデルが与えら
れれば，対応する散乱データを，散乱理論に基づいて
正確に計算できる点にある．たとえば，pHによる立
体構造の変化や，溶液中と結晶中における構造上の差
異を明らかにしたいとき，SAXS法は威力を発揮する．
図 1a 5)の実線は pH 5.5の溶液中で実測した RNase 

T1の SAXSデータ，点線は pH 4.5における結晶構造
から予測した散乱曲線である．このとき，両者の散乱
曲線のずれを束縛条件として，これを解消する方向に
モデル構造を修正すれば，実測条件を満たす立体構造
を求めることができる．具体的には，Iobs(h)を実測の
散乱強度，Icalc(h)をモデルから計算した散乱強度と
し，両者のずれ

[ ]21 ( ) ( )const obs calc
hA

E I h kI h
N

= -−å∑

を束縛条件とする（NAと kは規格化とスケーリング
のための因子）．これを仮想的なエネルギーとみなし，
通常のエネルギーに加えて分子動力学（MD）計算を
行うと，各原子には本来の力以外に，Econstから定まる
「束縛力」が働くことになる．MDの過程において，各
原子がこれらの力を受けて動くことにより，最終的に
実測データを満たす立体構造が得られることになる．
上記アルゴリズムを実装したのが，筆者らの開発し
た SAXS_MDプログラム 5)であり，Webサイト（http://
www.ls.toyaku.ac.jp/˜bioinfo/saxs）で公開している．図 1b

に本プログラムによる構造最適化の例を示したが，最
適化の過程で，モデルから計算した散乱パターンが
徐々に実測データに近付いていくのがわかる．最終的
には，2次構造はほとんど変化せずにループ部分が動
いて，分子全体がやや膨らんだ構造が得られたが 5)，
これは結晶中の packingから解放されたこと，また
pH変化により酸性タンパク質である RNase T1分子内
に負電荷同士の静電反発が増大したことを反映してい
ると考えられる．
なお立体構造から SAXSパターンを計算する際に，
タンパク質分子の周囲の水和層の存在を考慮するた
め，本プログラムでは，dimensionless scale，すなわち
横軸を hでなく Rgh（Rgは分子の慣性半径）とした散
乱プロットによる束縛をかけるオプションが用意され
ている．Dimensionless scaleにおいては，分子の形状が
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そのままで大きさが等方的に膨らんでも，プロットが
変化しないため，均一な水和層の存在による「見かけ
上の膨張効果」を打ち消す働きがある 6)．
以上のように SAXS_MDは，あるモデルを初期構造
として実測 SAXSデータを満たす立体構造を迅速かつ
効率的に探索するプログラムであるが，初期構造が目
的とするモデルから大きくかけ離れている場合には，
正しい解に収束しない．図 1cに示すように，立体構
造を種々の程度に壊した後，SAXS_MDにより束縛条
件をかけてもとの構造に戻るかどうか調べたところ，
もとの構造に対する類似度が Final  Initialとなるの
は，主鎖 RMSDが 2 Å近傍のわずかな部分に限られて
いた．これは SAXSデータが有する構造情報が，原子
レベルのモデルを動かす際の自由度に比して少ないこ
とに起因しており，モデルを粗視化する，あるいは束
縛条件として課す構造情報を追加するなどの工夫が必
要となる．後者の試みについては後述する．

Web上で公開している SAXS_MDプログラムは，束
縛エネルギーと束縛力を計算するもので，どのような
分子動力学計算プログラムと組み合わせても使用可能
であるが，希望に応じてMD計算ルーチンとの一体
化に関しても対応している．

3. 束縛力場の可視化と SaxsMDView

SAXS_MDを用いて実際に計算を行うと，束縛力と
本来働く力の向きが対立し，原子によって大きなひず
みが生じることがある．またあるモデル構造を一見 
してどのような向きに SAXSデータによる束縛がかか
るのか大雑把に知りたい局面にも多々出くわす．この
際各原子に働く力の向きが可視化できれば，定性的 
理解にはきわめて便利である．これら束縛力による場
を分子の立体構造と同時に表示するプログラム
SaxsMDView 7)を筆者らは開発し，前述のサイトで公
開している．図 2Aに SaxsMDViewの GUIを示す．
SAXS_MDの PDBファイルと束縛力ファイルを読み
込んで，同時に表示することができる．表示されたモ
デルはマウスを用いて画面上で interactiveに動かすこ
とができる．またステレオ表示や，立体構造のみ表示
するオプション，力のベクトルを拡大・縮小して表示
する機能が用意されている．GUIをMotifで 3Dグラ
フィックスを OpenGLで，全体のコードを Cで実装
しているため，LinuxやMac OS X上での使用ができる．
図 2B 7)には，図 1bで示した SAXS_MDによる構造
最適化の過程を，SaxsMDViewにより可視化して示し
た．（a）における分子全体にわたる束縛力の分布が，
（b）では束縛のかかる原子数においても，また力の大
きさにおいても緩和していることがわかる．全体の束
縛エネルギーは単調に減少する 5)が，分子内部の構造
変化の描像は，このような可視化を通じてより明確に
とらえることができる．
なお本プログラムは，上記のような束縛力だけでな
く，広くベクトルポテンシャル一般を可視化表示する
ことができる．たとえば，タンパク質周囲の溶媒の配
向によって誘起される双極子場の表示も可能である．

4. NMRと SAXSの構造情報の違い

前述の通り，SAXSデータのみで，タンパク質の立
体構造を構築することは不可能であるが，近年開発さ
れた ab initioモデリング法 1), 2), 8)を用いると，1次元
の散乱曲線データのみでも，ビーズの集合体としての
粗視化レベルであれば，3次元構造をかなりよく復元
することができる．このことは，タンパク質の立体構
造が，実際に考えられているよりも少ない情報で，実

図 1  

SAXSの散乱曲線（a），SAXS_MDによる構造精密化（b），および
SAXS_MDの収束半径（c）．aの実線は溶液中における RNase T1

の実測データで，点線は結晶構造から計算した散乱曲線．bは a

以外に，SAXS_MDにおける 100 fs, 200 fs, 300 fs時の散乱曲線
（右から順に対応）も合わせて表示した，cは立体構造を熱変性シ
ミュレーションにより段階的に破壊した後，SAXSの束縛をかけ
てどの程度回復するかを確認したもの．横軸は SAXS_MD計算時
の初期構造ともとの構造との RMSDで，縦軸は最終構造ともとの
構造との RMSD．
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質的には規定されてしまうことを窺わせる．
タンパク質の立体構造を構築するのに本質的な情報
とは何で，SAXSではどのような情報を提供でき，ど
のような情報が欠けているのであろうか？　筆者ら
は，同じ溶液中の構造解析法としてすでに確立してい
る NMR法に注目した．特に NMRの場合には，通常
は SAXS_MDと同様の束縛条件付きMD法によって

構造決定がなされており，構造計算のアルゴリズムと
しても相性がよい．一方で SAXSと NMRでは，立体
構造に対する束縛のかけ方が異なり，SAXSはグロー
バルな形状や大きさといった分子の外から束縛をかけ
るのに対し，NMRは原子間距離情報といったローカ
ルな細部構造に対して束縛を与える．そこで，SAXS
と NMRの構造情報を任意に取捨選択して，得られる
構造がどのように変化するかを観察し，両方法がもた
らす構造情報の加算性と相補性について検討した 9)．
図 3に示す通り，NMRの構造情報のうち，三次構
造にかかわる情報（一次構造上 4残基以上離れた間の距
離情報）を削除すると，得られる構造は大きく崩壊した
(II)．これに SAXS情報を追加し，NMRの二次構造情
報と SAXS情報を束縛条件として計算する (III)と，真
のNMR構造 (I)に近付く，つまり SAXS情報はNMR
の三次構造情報をある程度相補することがわかった．
ただし，失われたNMR情報を 100%再現している訳
でない．ちなみに SAXSデータから ab initio法により粗
視化モデルを構築すると，右上のループ領域を除き，I
と IIIをともに含むような形状が得られた．このこと
から，Iと IIIの構造の違いは，もともと SAXS法が有
する構造情報の解像度に起因している可能性もある．
さらに両法の構造情報の質的な違いを，より詳細に
把握するため，実験データから計算される束縛力分布
を表示してみた（図 4）．SAXSでは各原子に対する力
は，分子のグローバルなサイズや形状が実測データに
合うように，全体として協調的に働いている．一方，
NMRによる束縛力の分布は不均一かつきわめて大き
く，わずかな構造的歪みに対しても，大きな力が働い
て是正することがわかる．NMRの束縛力のこの種の
性質が，分子の細部に渡る構造を正確に決定する際

図 2  

SaxsMDViewの GUI（A）と構造最適化過程の可視化（B）．Bは
図 1bの SAXS_MD計算時の 100 fs（a），および 150 fs（b）にお
ける束縛力の分布を示す．緑，青，赤色の点は，おのおの炭素，
窒素，酸素原子を表し，原子間の共有結合は表示していない．
（電子ジャーナルではカラー）

図 3  

NMR構造（I），三次構造情報を削除して計算した NMR構造（II），
IIに SAXS情報を加えて計算した構造（III）．計算は SAXS_MDを用
いて同一条件下で行い，いずれも，構造アンサンブルの平均を示
す．主鎖原子の RMSDは，Iと IIで 4.8 Å，Iと IIIで 4.0 Å．（電子
ジャーナルではカラー）
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に，おそらく重要な役割を果たしていると考えられる．
SAXS_MDを用いたタンパク質の立体構造の最適化
と計算過程の可視化について紹介した．SAXSのもつ
構造情報に，NMRの二次構造情報を追加すれば，あ
る程度タンパク質の立体構造を復元することができる
が，原子レベルの立体構造を正確に構築するには現状
では限界がある．現在は ab initioモデリングにおける
ビーズを「ばね」でつないだ粗視化モデルに対して，
SAXS_MDを適用することを試みている．
本稿で使用した SAXSデータの一部は，高エネル
ギー加速器研究機構放射光科学研究施設の共同利用実
験課題（課題番号 2007G596）として測定したもので
ある．
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図 4  

SAXS（左）と NMR（右）の束縛力の分布．各原子の色は図 2と同
様であるが，共有結合も表示してある．（電子ジャーナルではカ
ラー）
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生命科学のための機器分析実験ハンドブック
西村善文［編］
羊土社，2007年，A5判，305ページ，8,925円（税込）．

ポストゲノム時代を迎え，タンパク質の機能構造
解析や細胞特異的な遺伝子発現解析が重要になって
いる．これらの分析手法・機器は，多岐にわたって
いる．これら種々の測定機器，分析法について現状
を概観したい人または新しい手法に取り組みたい人
に，有用である．
本書は，生命科学分野で現在使用されている機器
の主要な測定法を網羅的に紹介した一冊である．紫
外吸収スペクトルや HPLCといったなじみ深い手法
から一分子イメージングや PET（陽電子放射型断層撮
影）といった最新技術まで 40種類以上の機器・手
法を幅広く掲載している．本書は，全 8章からなり，
1）電子スペクトル解析，2）振動スペクトル解析，
3）顕微解析，4）磁気共鳴分析，5）質量分析，6）

X線解析・X線分光分析・結晶解析，7）イメージン
グ解析，8）その他の分析機器に分かれている．お
のおのの測定法では，原理に加えて標準的なプロト
コールや注意点がわかりやすく書かれており，分野
外の読者にも手法の利点や欠点がわかるようになっ
ている．さらに実験例も示してあるため，測定法の
実際が想像しやすく，ありがたい．一方，目的別フ
ローチャートがあり，読者の興味に応じて必要な部
分を簡単に拾い読みできるように配慮されている．
帯に「ラボに必携の一冊！！」と書かれてあると

おり，分野外の学部学生，大学院生や若手研究者に
とって，研究の幅を広げるために有益な一冊である．

（松山大・薬・薬剤学　下野和実）

書

評
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1. はじめに

1966年の映画「ミクロの決死圏」では，小さくなっ
て体の中を探検する科学者ら一行が，脳に到着して，
神経細胞が軸索を走る光のパルスで情報のやり取りす
るさまを目の当たりにした．彼らが見たように，神経
細胞同士が脳内で情報が伝えられるさまを眼で見られ
たら…．ヒトの脳が 140億個もの神経細胞からできて
いるのに，現在の最新の PC用 CPU（インテル Core 
i7）でも，そのトランジスタ数がたった

4 4 4

10億個程度
であることを考えれば，これが脳の研究者の自然な欲
求であることが理解できよう．この情報処理装置
（CPU/脳）のはたらき

4 4 4 4

を理解するためには 1個 1個
の素子（トランジスタ／神経細胞）の動作のみならず，
回路としての活動を目に見える形で知りたいのだ．こ
こでは，それを実現する手法の 1つとして，膜電位感
受性色素（Voltage Sensitive Dye; VSD）という特殊な色
素分子による神経活動の可視化について解説する．今
回は特に学部の実習のレベルでも実行可能な「容易
な」技術となり得たことを紹介したい．

2. 光計測コトハジメ

神経細胞は，細胞膜内外の電位差（膜電位）の変化
（神経興奮）という形で情報を伝えるので，その様は眼
で見ることはできない．しかし，神経興奮に伴って複
屈折性や光散乱などの光学的性質に微小な変化（105- 
106）が生じることは，1950年代から知られていた．
膜電位変化をよりよく「見る」ために，ウッズホール
海洋生物学研究所（MBL）の田崎一二らは蛍光共鳴
エネルギー移動法（FRET）を用いて，この光学信号
を増幅して計測した 1)．同研究所の Larry Cohenらの
グループは，これをさらに発展させ，積極的に神経細
胞の電気的信号を光学計測する色素の開発を行っ
た 2)．これら 1970年頃の研究が，現在の光計測の基

礎となっている．
一般に細胞の膜電位は，ガラス微小電極のような電
極を細胞膜へ刺して（あるいはくっつけて）細胞内の
内液と電極内の電解質溶液を接触させ，そこから信号
を取り出して増幅器で増幅して観測する．この電気生
理学的手法の欠点は，電極の数を増やせないことであ

生物物理 51（2），092-095（2011）

実践！ 膜電位感受性色素による神経回路解析
冨永貴志1,2，冨永洋子1

1徳島文理大学香川薬学部
2理化学研究所脳科学総合研究センター

Practices for the VSD Optical Recording Method of Neuronal Circuit Analysis
Takashi TOMINAGA1,2 and Yoko TOMINAGA1

1Dept. Neurophysiol. Kagawa School of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University
2Brain Science Institute, RIKEN

図 1  

脳海馬スライス標本における膜電位感受性色素（VSD）による計
測（蛍光強度計測）と電極による計測（電気的計測）の模式図．
VSDの蛍光は膜内の電界強度に依存して変化する．（電子ジャー
ナルではカラー）
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る．電極の大きさ，マニピュレータの配置などの制約
のためである．一方，光計測では，細胞膜の脂質 2重
層に埋まって，膜を介した電界強度に応じた蛍光を生
じる膜電位感受性色素の蛍光強度変化を計測する．そ
のため細胞や組織の各部位の電位変化を同時に計測す
ることが可能である．
光計測には，高速・低雑音の特殊な撮像装置が必要
である．日本では，東京医科歯科大学の神野耕太郎ら
のグループが独自の撮像装置を開発していた．また，
電子技術総合研究所では松本元が，市川道教，飯島敏
夫らを中心としたグループを率いて，市販化を念頭に
精力的に撮像装置の開発を行った．このときに開発さ
れた浜松ホトニクス（株）製や，富士写真フィルム
（株）製の撮像装置を，研究室にもっておられる方も多
いのではないだろうか．海外では，Cohenや Grinvald
ら研究者が早くから起業して光計測用撮像装置，色素
を開発販売して普及させた．
一種の夢の技術が完成したと期待された当時の雰囲
気を覚えていらっしゃる方も多いだろう 3)-5)．膜電位
感受性色素の一般の研究室での使用はその期待と高揚
感の高さからいうと少し遅れて，21世紀に入ってか
ら急速に使用され始めたようである 6)．この後のセク
ションではこの遅れの原因となった技術的障壁のいく
つかを解説したい．

3. 難しくしていたのはこれだ

3.1　光計測の困難さ―明るいのに暗い像
膜電位感受性色素の膜電位変化に対する応答は，よ
くて 104から 103程度（変化率）である．これは，
カルシウム測光などで得られる信号サイズ（数十%
から数百%）に比べるとたいへん小さい．また，神経
細胞の活動に追随するためには，高速撮像が必須であ
る．1ミリ秒から 0.1ミリ秒の撮像速度（フレームレー
ト）で計測できることが求められる．この精度（S/N
値  60-70 dB）でこのフレームレートを実現する必要
があるわけである．
変化率が小さいので，光の粒子性から生じる問題も
ある．n個の光粒子の数を数えるのに，n–個のエ
ラーが確率的に生じる．光強度変化が 103程度のも
のだとしたら，n–/nが 103を超える必要があり，最
低でも 106個の光量子がいることになる．光計測に必
要な撮像速度（だいたい 1000フレーム毎秒）で，
25 m四方の撮像素子で計測するとして，1つの撮像
素子で 106の光量子数になる光（約 10 W/mm2）は
かなり強い．結像面に薬包紙などをかざすと，特に暗
室でなくとも像が裸眼で見える程度である．このよう

に，他の蛍光測光などに携わっておられる方からする
と感覚的には十分「明るい」画像も，光計測には「暗
い」画像ということになる．
3.2　光源―安定で明るい光源がない
光計測ではなるべく「明るい」像を得ることが必要
になるので明るい光源が求められる．顕微鏡光源でよ
く用いられるレーザー，高圧水銀灯，キセノンといっ
た光源はミリ秒の世界では安定でない．レーザーでは
数%のノイズとスペックルノイズ，高圧水銀灯，キ
セノンでは，火花（アーク）のゆらぎから生じるノイ
ズが問題となる．そこで，（仕方なく）ハロゲン光源
が一般的に用いられてきた．フィラメントの関係で
150 W程度のハロゲン電球が最適といわれている．最
近になって，ハイパワーの LEDが使用できるように
なってきた．LEDは自己発熱に対する補正回路がつ
いたものを選ぶ必要がある．
3.3　光学系―低倍で明るいものが必要だ
神経回路の機能解析のためには，神経回路そのもの
の大きさ（たとえば海馬の 1領野や大脳皮質のカラム
構造は 500 m四方程度）からいって総合倍率で 1倍
からせいぜい 5倍までの光学倍率を選定する必要があ
る．この倍率で使える「明るい」落射蛍光顕微鏡がな
かった．一般の生理の実験で使う正立顕微鏡で選べる
対物レンズは（当時は）明るいものではなかった．倍
率では，通常，実体顕微鏡が使われる領域になるが，
適当なものがなくわれわれは独自の光学系を作成した．
3.4　機械的なノイズ―ほんのわずかな振動が

103以下の安定性が必要なので，機械的なノイズも
問題になる．振動で像が動く場合，像のもともとの光
強度の不均一性に応じた大きなノイズ（～数十%）を
拾う．ここで扱っている脳スライス標本からの光計測
では，最も問題になるのは灌流液の水面の振動，スラ
イス標本自体の動きである．
3.5　膜電位感受性色素の選択
膜電位感受性色素には大きく分けて，吸光度の変化
を生じさせるものと，蛍光強度の変化を生じさせるも
のがある．吸光度の変化の場合，明るい像を得ること
が比較的容易であるが，変化量を規格化することが困
難である．蛍光色素は，光強度を規格化することで，
比較的定量的な計測が可能となる．一方で，蛍光強度
は比較的弱く光学系に工夫が必要である．
実験に使用する組織に応じて色素を選ぶ必要があ
る．スライス標本では，吸光色素の RH-155は水溶性
が高く染色はしやすいが，洗い流されやすく長期間の
計測には向かなかった．またグリア細胞の信号を強く
検出する傾向がみられた．蛍光色素の RH-795も水溶
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性が高く，長期の計測には不適であるが，in vivoの標
本に適している．スライス標本では，溶けにくいが洗
い流されにくい Di-4-ANEPPSが最適だった 7)．最近，
ANNINE-6に注目しているがまだよい結果は得られて
いない．また，細胞内からの単一細胞染色には Di-2-
ANEPEQ（JPW114）を用いる．

4. 実際の応用例を少し

われわれは独自の光学系，後述するチャンバーシス
テム，ソフトウエアを開発して，定量的に光計測信号
を扱えることを実証した 7)（図 2）．これらを使ってト
ランスジェニック動物のアッセイや治療薬のシーズの
アッセイを行うなどのことも可能になった 8)．また，
テタヌス刺激が GABA(A)受容体を介した短期可塑性
を引き起こすことなどを明らかにした 9)．また，活き
た脳を取り出してその神経活動を計測することにも使
われるようになってきた 10)．

5. 実習でも使える小型システムの開発

誰でも光計測を使って脳神経の活動を測れるように
なれば，光計測のもつもともとの網羅性から，脳神経
の病気やそれに対する薬をより早くアッセイできるに
違いない．そこで，誰でも使えることを目標にシステ
ムを構築した（図 3）．
5.1　スライスチャンバー
脳スライス標本は，脳の神経回路機構を探るための
非常に重要な標本である．しかし，この厚さ 400 m
しかないフワフワして繊細なスライス標本の「活き」
（生理学的な活性）を保ったまま取り扱うことはなか
なか難しいことである．そこで，脳スライス標本を取
り扱う器具に工夫を加え，スライス標本の取り扱いを
容易にした 7)（図 3上；特許 3405301号，US 6448063）．
この器具はスライス標本を保持する保持具と，実験時

に生理的塩溶液を還流するための実験槽からなる．ス
ライス標本の保持具は，アクリル樹脂のリングにミリ
ポア社のメンブレンフィルター（OMNIPORE MEM-
BRANE FILTERS, 0.45 m; JHWP01300）を貼りつけた
ものである．スライス標本はフィルターに張り付くの
で，このリングをもって操作できる．このフィルター
は，ガスや生理塩溶液の良好な交換を可能とする．ま
た，実験槽にはリングごと嵌め込むことで固定でき
「重石」などがなくとも，スライス標本が動いてしま
う心配はない．また，色素で染色する際，1枚あたり
約 100 lの染色液で染色できるので高価な膜電位感
受性色素を節約できる．さらに，この実験槽は目視の
パッチクランプ実験にも用いることができ，筆者は
400 m厚のスライス標本でも斜光を使い良好に実験
を行うことができている．
5.2　光学系
光計測には，強い蛍光が必要である．先に述べたよ
うに適当な光学系がないことからわれわれは独自の光

図 2  

海馬 CA1野への電気刺激に対する膜電位応答を膜電位感受性色素
によって計測したときの典型的な光信号［F/F：初期蛍光強度（F）
に対する蛍光強度の変化量（F）比］．細胞に沿った電位変化分
布の時間変化（左）と代表ピクセル（a：細胞体部，b：樹状突起部）
での信号（右）．（電子ジャーナルではカラー）

図 3  

チャンバーシステム図と実習システム写真．（電子ジャーナルで
はカラー）
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学系を作製した．実体顕微鏡の対物レンズには開口数
が大きなレンズがあったのでライカ社の実体顕微鏡用
のレンズ（MZ-APO PLAN APO 1.0x）を投影レンズに
使い，その間を無限遠焦点系とした落射蛍光光学系を
作成した．実験槽中を還流している生理的塩溶液の水
面がゆれると，機械的なノイズとして計測の邪魔にな
る．対物レンズとしては，オリンパス光学に依頼して
開発した低倍の高開口数の水浸対物レンズ（MYCAM 
10X/0.7, 5X/0.8）や，ブレインビジョン社の 6X/0.7の
水浸レンズなども使用できる．
5.3　光計測撮像装置と刺激装置
上記の光学系と，光学計測装置，マニピュレータ

2台をセット可能な光学定盤を使って，最小システム
を組み上げた（図 3）．5 mm厚のステンレス板とソル
ボレインのダンパーで作成した防振台で十分な防振が
得られる．これに，組み立て式のファラデーケージを
かぶせて，暗幕で遮光している．光源は補正付き
LEDを使用している．
光計測装置としてはブレインビジョン社のMiCAM- 

02を採用し，電気刺激装置として ESTM-8を採用し
た．電気生理学的な活性をモニターしつつ，光計測を
行っている．
全体の大きさは，底面積で 60  60 cm．高さが 1 m
である．これに PCが 1台と電気生理用のアンプ（た
とえば A-M Systems社，Model 3100）とペリスタル
ティックポンプがあれば実験が可能である．この大き
さなら，通常の実験用机の一角でも複数台ならべて実
験することができる．
5.4　ソフトウエア
実験の進行は IgorPro（Wavemetrics社）にマクロを
組んで自動化している．このソフトウエアで随時電極
から記録される神経応答（興奮性シナプス後電位，
EPSP）を記録し，応答強度（初期 EPSPスロープ）を
リアルタイムでグラフにして表示している．このた
め，実験者は実験の結果をリアルタイムに見ることが
可能である．このときの電気刺激と，電気応答の波形
記録には ESTM-8を用いている．このソフトウエア
は，要望があれば分けることができるので，必要な方
は連絡してほしい．

6. おわりに

駆け足で，システムの紹介をしてきた．筆者は，こ
のシステムで徳島文理大学薬学部の 3年生を対象に 
学生実習を行っている．スライスは研究室で教員が作
成する．午前中に 10枚程度スライスを作成し，実習

の開始時間に 3階離れた実習室までスライスを運んで
実験に供する．その後，電極の配置など目を配る必要
はあるが，100名ほどの学生さんが脳スライス標本か
ら解析に必要なレベルの光信号を計測している様は
10年前には想像しにくかったことだ．光計測は，ふ
だんは見えない神経信号を目に見える形に変えてくれ
る．ディスプレーの上で動く膜電位変化の流れのよう
すを見るだけでも脳の信号処理の一端がイメージでき
る．これから長寿社会で神経関連の病気に社会をあげ
て対応する必要がある今，これを体験した人材を供給
することは意義深い．
また，このシステムは小型で扱いやすく電気生理な
どの技術に熟練した計測者でなくとも複数の装置での
同時データ取得が可能である．この利点を活かして，
医薬品，食品成分，環境化学物質などの化学物質によ
る神経影響評価への応用をめざした共同研究を，国立
医薬品食品衛生研究所・毒性部の種村健太郎博士と進
めている．
さて，ここまで簡単になって学部学生でもできるこ
の夢の実験系，使ってみてはいかがでしょうか？

この研究は平成 18年，平成 20，21年徳島文理大学
「特色ある教育研究」ならびに厚生労働省科研費（H20― 
化学―一般―009）にサポートされた．
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タンパク質 X 線結晶構造解析の現状

X線構造解析はタンパク質の研究においても汎用的
な実験手法となり，いわゆる専門家でなくても実施
できる状況になりつつある．生物物理の研究者の中
にも，X線結晶構造解析を自分自身の手で，あるいは
共同研究者と一緒に行った方も多いのではないだろ
うか．電子密度や分子構造を眺めていると，それま
でに報告された生化学や分光学のデータが構造を軸
としてつながり，思わず時間が経つのを忘れるほど
である．ところが，構造やその変化から活性残基を
同定して反応機構を提唱しても，必ずといってよい
ほど変異体実験による確認を求められる．つまり現
状では，単独でタンパク質の機能を議論するに十分
な情報の量と質があるとは認識されていない．その
原因の 1つは分解能の限界にあると思われる．通常の
分解能（1.5-3.0 Å）の電子密度では，構成する原子は
個々に分離されずに，かたまりで観測され，原子散
乱能が小さい水素原子も観測できない．このため，
結合距離や結合角，水素原子位置，外殻電子の分布，
電荷といったタンパク質機能に密接に関係する情報
は，これまでの化学的常識の範疇で決定されるにす
ぎない．したがって，変異体解析など他の実験手段
からの情報が必要とされるのも，現状ではやむを得
ない．
しかしながら，この点に関して今後この分野が進む
べきいくつかの方向が示されようとしている．その
1つが，水素原子や外殻電子の密度形状を観測するこ
とのできる超高分解能での X線結晶構造解析である
（図 1）．電子密度の形状には，本来，原子間の相互作
用様式や電気的・磁気的性質など，分子の物理的・化
学的性質に関する重要な情報が含まれているが，電子

密度の形状を議論できる分解能（0.7 Å分解能以上）
で解析されたタンパク質は，クランビンなどごくわず
かの例しかない 1)．しかしながら，このような超高分
解能解析が汎用化されれば，既存の常識に左右されず
にタンパク質分子の性質を議論することが可能にな
る 1)．特に，光合成や電子伝達に関与するタンパク質
では，電子分布や水素原子位置が機能に深く関連して
おり，これらの情報を実験的に決定することが期待さ
れている．
このような超高分解能結晶構造解析が可能となって
きた背景の 1つとして，近年の放射光施設の充実があ
げられる．ところが，強力な放射光 X線による損傷
の影響は高分解能データほど強く受けるので，本来の
電子密度を解析するには，X線損傷の影響をできるだ
け排除しなければならない．

生物物理 51（2），096-097（2011）

超高分解能・超高精度の 
タンパク質結晶構造解析

竹田一旗，三木邦夫
京都大学大学院理学研究科

Ultra-high Resolution Protein Crystallography
Kazuki TAKEDA and Kunio MIKI
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University

図 1  

タンパク質の超高分解能結晶構造解析．トリプトファン残基にお
ける球状原子モデルからの残差の電子密度．（電子ジャーナルで
はカラー）
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超高分解能タンパク質結晶構造解析

竹田一旗（たけだ　かずき）
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三木邦夫（みき　くにお）
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われわれの取り組み

高電位鉄イオウタンパク質（HiPIP: High-Potential 
Iron-sulfur Protein）は，光合成細菌において光合成反
応中心に電子を伝達してこれを還元するタンパク質で
ある．好熱性光合成細菌の HiPIPを用いると，非常に
高い分解能を呈する結晶を作成することができる．従
来 1.5-0.8 Å分解能で X線結晶構造解析を行っていた
が，酸化還元反応や電子伝達の分子機構を構造情報か
ら直接議論するには，外殻電子や水素原子を含めた微
細な構造的特徴を明らかにする必要がある．そこで，
われわれは 0.7 Å分解能で，X線照射の結晶損傷への
影響を詳細に検討した 2)．回折データの相対温度因子
や水素原子の電子密度の見え方といった指標で検証し
てみると，このような超高分解能回折データではわず
かな吸収線量でも X線照射による損傷の影響が現れ
ることが明らかとなった（図 2）．また，1フレーム
あたりの吸収線量を抑えることで，X線損傷による影
響がほとんど見られない回折データを収集できること
にも成功した．このようなデータを用いることで，タ
ンパク質中のほぼすべての水素原子のみならず，鉄原
子の d電子分布も鮮明に観察することができた．現在
では，SPring-8の高エネルギーX線を使用することで，
0.5 Åを超える分解能の回折反射を観測することに成
功している 1)．

今後にむけて

水素原子の正確な位置もタンパク質の性質に大きく
関与するが，水素原子は分極しやすく，X線では，水

素の原子核位置を正確に決定することはできない．い
まのところ超高分解能結晶構造解析でも，小分子の中
性子線結晶構造解析から得られた値に固定して解析し
ている．しかしながら，できるだけ先入観を排除する
には，中性子線回折実験によりタンパク質ごとに水素
原子の位置を決定する必要がある．最近供用が開始さ
れた大強度陽子加速器施設，J-PARCに今後大きな期
待が寄せられるであろう．
また，これまでに超高分解能で解析されたタンパク
質の構造はわずかしかなく，既存の物理的・化学的常
識と食い違う結果が得られても，解釈や妥当性につい
ての判断の指標に乏しい．理論化学計算の結果との直
接比較が可能なレベルに達しているので，今後は理論
分野と密接に連携することが重要になる．だたし，結
果の解釈やその妥当性の判断が難しいことは，理論化
学計算でも事情は同じで，構造解析と理論化学を相補
的に融合して発展させる「量子構造生物学」とでも名
付けるべき分野の構築が急務であると考える．
現在の結晶構造解析によって決定されるタンパク質
の構造は，いわば骨格標本のようなものである．その
ような構造については，結晶化する必要のない電子顕
微鏡による単粒子解析や NMRによる細胞内構造の解
析に今後の期待が集まっている状況である．しかしな
がら，結晶構造解析は，分子の血や肉であるというべ
き外殻電子や水素原子に関する情報を，きわめて高精
度で引き出すことのできる実験手法である．関係する
他の分野と協調・連携し，その潜在的な能力を発揮で
きれば，生物物理学の分野での新たなブレークスルー
をもたらすことができよう．

文　献
 1) 竹田一旗ら（2010）日本結晶学会誌 52, 8-12.
 2) Takeda, K. et al. (2010) J. Struct. Biol. 169, 135-144.

図 2  

水素原子の観察される電子密度に対する X線照射の影響．トリプ
トファンにおける水素原子のオミットマップ（3）を黒色の網線
で示した．また，それぞれのデータにおける吸収線量を図中に表
示した．

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19782139?dopt=AbstractPlus
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ガラス基盤上に滴下し円形に広がった F-アクチン
溶液は，空気中で外周部から乾燥し同心円状の規則正
しい縞模様を形成する．溶液中に存在する塩（KCl）
は中心付近で固体結晶となって析出するが，縞模様を
形成しているアクチン束の間に樹枝状結晶として成長
する．［文献 1）の Fig. 2（c）を改変したもの（左）と，
別部分の拡大図（右）］．
樹枝状結晶は枝分かれしており，拡大してみると樹
木の枝のように見える．［右図の下向き矢印部分］．ア
クチンの縞模様はところどころつながっておらす，
Dislocationが形成されているように見える［両方の図
の水平矢印部分］．
平坦なガラス面に滴下されたアクチン溶液は，周囲
から乾燥していく．このとき溶液内には中心から外周
に向かって放射状の『流れ』が生じている．この流れ
に沿ってアクチン繊維は配向し，束化しつつ外周へ輸
送される．乾燥端で行き場を失ったアクチン束は後方
から押され S字状に湾曲する．S字が並ぶと濃淡がで
きて，これが同心円状の縞模様を形成する．この縞模
様は規則正しく，音楽 CDの裏側のように，虹色のグ

レーティングとなる．この自発的に起こる繊維状タン
パク質のパターン形成は，溶液が乾燥する直前に形成
されており，繊維状（棒状）タンパク質の濃厚系が示
す特徴だろう．その意味で，生体組織における［形］
の形成に関係があるかもしれない．
なお，この研究は本多元の早稲田大学理工学部にお
ける卒業論文（1982年 3月）をまとめたものである．

文　献
 1) Honda, H., Ishiwata, S. (2011) BIOPHYSICS 7, 11-19.
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F-アクチン溶液の2次元乾燥パターン
本多　元1，石渡信一2

1長岡技術科学大学
2早稲田大学

Two-dimensional Periodic Pattern of Dried F-actin Solution
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図 1 同心円状の F-アクチン縞模様．乾燥方向に垂直に規則正しい縞模様が形成される．アクチン溶液 0.1 mlをガラス基盤上に滴下．20C
で乾燥．数時間後に観察．試料：1.0 mg/ml actin, 0.1 M KCl, 2.0 mM Tris-HCl (pH  8.0), 0.1 mM CaCl2, 0.5 mM ATP.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophysics/7/0/7_0_11/_article
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ホールセル（全細胞）パッチクランプ法
Whole-cell patch-clamp method
細胞膜に微小ガラス電極をギガオーム以上の高抵
抗で密着させた後，さらに吸引することでガラス
電極が密着している部分の細胞膜に穴をあけ，全
細胞膜を流れるイオン電流を記録するのがホール
セルパッチクランプ法である．
（73ページ） （黒川ら）

自家蛍光
Autofluorescence
生体組織には光を照射すると，励起光よりも長い
波長の蛍光を出す物質（自家蛍光物質）がもとも
と存在するため，自家蛍光物質と観察用蛍光プ
ローブの間の蛍光強度比が重要となる．NADHや
コラーゲンなどは，自家蛍光物質の代表例である．
一般的に赤外波長に近づくほど，自家蛍光の光強
度は弱くなるが，実験動物の食餌には 680 nmに
最大自家蛍光波長を有するクロロフィルが含まれ
ている場合があり，飼育段階から注意が必要であ
る．（82ページ） （権田ら）

拡散係数（←定義，求め方）
Diffusion coefficient
拡散性の運動の大きさを表す指標の 1つである．
ある時間幅の中での運動の始点と終点の距離の
2乗の総和量で求められる（平均 2乗変位量：
MSD）．ブラウン運動のように各時間内でランダ
ムな運動を行う物理現象を取り扱うときに使われ
る解析因子である．拡散係数 Dは以下の式で求め
られる．
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（83ページ） （権田ら）

横緩和
Transverse relaxation
共鳴周波数をもつラジオ波によって /2パルス励
起された核スピンの磁化は，励起直後には磁場中
で同期した歳差運動をする．しかし，NMR試料管
中の個々の分子は，それぞれ独立の運動（回転・
並進・分子振動など）をしているため，励起され
た磁化の同期は分子の運動性に応じて時間依存的
に乱れてくる．この過程を核スピンの横緩和過程
とよぶ．分子の運動性が低いほど（分子量が大き
いほど）磁化の同期は速く乱れる．このため，高
分子中の核スピンの横緩和は速くなる．
（85ページ） （楯）

Saupeのオーダーマトリックス
the Saupe order matrix
分子配向方向と配向強度を表現する対角和ゼロ，
階数 2の 3  3対称行列．通常は，対角化すること
で分子配向軸（分子の配向している向きを記述す
る）と配向強度を表すテンソル（配向テンソル）
に表現し直されて使われる．5つの独立要素から
なる行列であるために 5つ以上の実験値から求め
ることができる．残余双極子 RDCなどの異方性核
スピン相互作用データを用いる場合，最低 5残基
分のデータが得られれば Saupeのオーダーマト
リックスを決定でき，それから分子配向テンソル
を計算することができる．（86ページ） （楯）

吸収線量
Absorbed dose
吸収線量は放射線が単位質量に与えるエネルギー
を表す単位である．1 kgの物質に1 Jのエネルギー
を与える吸収線量が，1 Gy（ 1 J/kg）と定義され
る（Gy: gray: グレイ）．X線によるタンパク質結晶
の損傷の程度は，照射した光子数あたりで表すと
X線の波長（エネルギー）に依存するが，吸収線
量で表せば波長にはほとんど依存しない．
（97ページ） （竹田ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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支 部 だ より
2010年北海道支部開催のイベント

永山昌史 1，大場雄介 2

1北海道大学大学院工学研究院応用物理学部門
2北海道大学大学院医学研究科病態医科学分野

究発表が行われました．いずれの演題も非常に興味深
く，プレゼンとしてのクオリティーも高いものでし
た．その中でも，特に優れた発表を行った Gang Dai
氏，岡部越津朗氏，北川侑未枝氏には発表賞が授与さ
れました．また，昼休みを利用して開催された支部総
会では，支部事務局より 1年間の活動実績および会計
状況の説明がなされ，これらを運営委員会へ報告する
ことが全会一致で承認されました．研究発表終了後の
懇親会にも多数の参加があり，会場のあちらこちらで
白熱した議論が展開されておりました．これをきっか
けに，新たな交流・共同研究が数多くうまれ，北海道
支部全体のアクティビティーが一層高まることを期待
します．
原稿執筆時点では未開催なのですが，本号発行時に
は 2011年 3月 8日開催予定の 2010年度支部例会がす
でに終了しております．すなわち，次回は 2011年度
支部例会となりますが，北海道地区からはもとより全
国から多数のご参加をお待ちしております．

2009年度北海道支部例会　演題および発表者一覧
 1. Binding properties of cyanine dyes in serum albumin microenvi-

ronments: Kamlesh Awasthi（北海道大学・電子科学研究所）
 2. Toll様受容体の分子進化：三上智子（札幌医大医学部医学研究
科，札幌市立大看護学部）

はじめに
2007年に北海道支部からスタートした「支部だよ
り」も 5年目を迎え，4巡目のバトンが回ってきまし
た．前回，北海道支部が本コーナーを担当したのが
2009年 12月号でしたので，今回は 2010年 1月以降
に開催された支部イベントの中から，支部例会と合同
シンポジウムについて報告いたします．尚，支部ホー
ムページ（http://altair.sci.hokudai.ac.jp/biophy/）には，
主催および共催するイベントの開催案内やプログラム
を随時掲載しています．また，メーリングリストでの
配信も行っていますので，ご興味をもたれた方は支部
事務局へのコンタクトをお願いいたします．北海道地
区に限らず，全国からのご参加を歓迎いたします．

2009年度日本生物物理学会北海道支部例会
残念ながら正確な記録は残っていませんが，北海道
支部の例会は約 40年前から継続して開催されており，
学会全体の中でも夏の学校，年会に次ぐ長い歴史をも
つイベントです．毎年，北海道地区の会員が一堂に会
して，互いの研究発表を通じた交流を深めてきまし
た．また最近では，全国規模の学会はポスター発表が
主流となりましたが，本例会は学部生・大学院生に
とって口頭発表を経験できる貴重な機会（修業の
場？）となっています． 

2010年 3月 8日に出村誠支部長（北大・院先端生命）
のもと北海道大学理学部で開催された「2009年度支
部例会」では，生物物理がカバーする研究対象の幅広
さを反映して，バラエティーに富んだ計 23演題の研

E-mail: macci@eng.hokudai.ac.jp（永山）
E-mail: yohba@med.hokudai.ac.jp（大場）

2009年度北海道支部例会からのふたコマ
するどい質問に思わず苦笑？（上），大盛況の懇親会（下）
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 3. バクテリア蛋白質の“Plant-specificロイシンリッチリピート”：
宮下博樹（札幌医科大学医療人育成センター）

 4. 複雑ネットワークから階層的なツリー構造（disconnectivity 
graph）を構成する方法論に関する一考察：伊藤正寛（北大電
子研）

 5. センサリーロドプシン IIの光化学反応サイクルとプロトン移
動：田母神淳（北大・生命科学院，北大院・薬）

 6. 膜タンパク質ハロロドプシンの三量体形成と光ダイナミク
ス：寺田浩太（北大院・生命）

 7. A comparative study on the photochemical properties of 
phoborhodopsin from Halobacterium salinarum and that from 
Natronomonas pharaonis: Gang Dai（室蘭工業大学・創成機能
工学専攻）

 8. ラット大脳皮質分散培養系における興奮・抑制性シナプスお
よび電気的活動の長期測定：小松拓美（北大院・工・応用物理）

 9. 毛様体筋収縮調節に関与する受容体作動性陽イオンチャネル
の活性化機構の検討：宮津　基（旭川医科大学・生理学講座・
自律機能分野）

10. リン脂質系単分子膜におけるしわの形成過程の観察：大島敬
史（室蘭工業大学・応用理化学系学科）

11. 炎症性マクロファージの浸潤形態の観察：古一杏美（北大院・
理）

12. 細胞皮層の局所構造とそのダイナミクス：田村和志（北大・院
理・生命理学）

13. 細胞接着分子が脂肪細胞の増殖，分化，成熟に与える抑制作
用：渡邉弘務（北大・工・応用物理）

14. 細胞内部における歪み分布の解析：画像相関法による変位解
析ソフトウェアの開発：加藤宗理（北海道大学・理学部・生物
科学）

15. 磁性細菌Magnetospirillum magnetotacticum MS-1菌体内の鉄
化合物の解析：渡辺真悟（室蘭工業大学大学院工学研究科・創
成機能科学専攻）

16. シトクロム c成熟化過程における CcmEのヘムシャペロン機
構に関する研究：二次元 NMRを用いた構造解析：畦地　翔（北
海道大学理学部化学科構造化学研究室）

17. 蛍光相関分光法を用いた細胞内における外来 DNA分解の解
析：佐々木章（北海道大学大学院先端生命科学研究院細胞機能
科学研究室）

18. ヒト由来機能未知タンパク質 ZNF821における STPRドメイン
の機能解析：岡部越津朗（北大・院理・生命理学）

19. 抗菌ペプチド human defensin 5前駆体の大量発現とその解
析：緒形友美（北大・院理・生命理学）

20. 翻訳開始因子複合体形成における相互作用機構の解析：北川
侑未枝（北大院・生命科学）

21. ヒトにおけるセレノシステイン導入機構解明に向けて：川口
亜希子（北大理学部）

22. 2-Methylisoborneol生合成メチル化酵素の構造解析：Orapin 
Ariyawutthiphan（北海道大学先端生命科学研究院）

23. 光増感蛍光蛋白質 KillerRedの結晶構造解析：坂井直樹（北大
院・先端生命）

2010年度合同シンポジウム 

多彩な視点から迫る生命（いのち）をつなぐメカニズム
毎年恒例の日本生物物理学会北海道支部，北海道 
分子生物学研究会，日本生化学会北海道支部の 3団体
連携の「合同シンポジウム」が，2010年 11月 19日
に北海道大学工学部オープンホールを会場に開催され
ました．本シンポジウムは，北大の大学院共通授業科
目を兼ねているため，大学院生の聴衆が多いのが特徴
ですが，その他に北海道内ライフサイエンス分野の若
手研究者を中心に 100 名以上の参加者が一同に集い，
分野を超えて交流しています．今年のテーマは「多彩
な視点から迫る生命（いのち）をつなぐメカニズム」
で，各団体から 2名ずつ計 6名の新進気鋭の若手研究
者による素晴らしい講演で大いに盛り上がりました．
生物物理学会北海道支部からは櫻沢繁先生（はこだて
未来大・システム情報科学部）と大橋俊朗先生（北
大・院工）にご発表いただき，最先端の研究成果を非
常にわかりやすく提供していただきました．懇親会も
予想以上の参加人数で，限られた時間ではありました
が，研究領域の垣根を超えた交流ができました．この
場をお借りして，ご参加いただいた皆さまにお礼申し
上げます．

2010年度合同シンポジウム プログラム
開会の辞：松田　正（北大院・薬学研究院）
 1. ウイルス感染の構造生物学
 演者：尾瀬農之（北大・院薬）
 座長：坂井直樹（北大・院先端生命）
 2. インビトロ運動再構成系における 3D運動からみたアクチン
― HMM相互作用

 演者：櫻沢　繁（公立はこだて未来大・システム情報科学部）
 座長：水谷武臣（北大・院先端生命）
 3. 細胞の構造原理と力学応答現象
 演者：大橋俊朗（北大・院工）
 座長：芳賀　永（北大・院先端生命）
 4. 正常上皮細胞と変異細胞の相互作用
 ―新規の癌治療を目指して―
 演者：藤田恭之（北大・遺制所）
 座長：芳賀　永（北大・院先端生命）
 5. 蛍光分光イメージングを用いた神経変性疾患解明へのアプ
ローチ

 演者：北村　朗（北大・院先端生命）
 座長：松田知己（北大・電子研）
 6. Y染色体の進化―消失か？存続か？―
 演者：黒岩麻里（北大・院理）
 座長：大場雄介（北大・院医）
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素の構造や機能の知識，これらを調和・融合していく
ことが重要でしょう．多くの分野から人材と知識が集
まる夏学の利点を生かし，この問題にどのようにアプ
ローチすべきか，私たち若手研究者が考えを深められ
ればと思い，このテーマを設けました．
生物を構成する要素は非常に多く，マルチスケール
にわたっています．これらの「部品」がもつ構造や機
能が，多くの研究で明らかになってきています．一
方，それら「部品」やその機能をモデル化することで，
原理や理論を明らかにする方法も大きな結果をもたら
してきました．これらの成果をそれぞれの中で完結さ
せることなく，互いの手法を融合するには，両方の特
性をよく理解しておくことが重要になるでしょう．し
かし，若手研究者がこの両方に触れることのできる機
会はなかなかないのではないでしょうか．
そこでメインシンポジウムでは，生命に特徴的ない
くつかのサイズスケールで起きる運動やエネルギー変
換の現象に，実験と理論の両面から迫ってきた先生方
をお呼びします．生物学と物理学の両方の発想や技術
をいかに使いこなし，どのような結果を得られたかに
ついてご講演いただく予定です．先生方の最新の研究
成果を拝聴するだけにとどまらず，生物と物理とを
「どのように行き来できるか」，考える契機としていた
だければと考えています．
一方，分科会にはテーマを設けずに，多岐にわたる
分野で活躍される先生方にご講演を依頼する予定で
す．普段触れる機会の少ない分野の話を聴講すること
で，分野横断的な知識の交流をしてもらいたいと考え
ています．
また，参加者の皆さん自身の研究について議論を深
める場として，ポスター発表の時間を設けます．イン
プットだけでなくアウトプットの場としてもよい機会
なので，是非ポスターを携えてご参加ください．

スタッフの紹介
今回の夏の学校は，若手の会京都支部が中心とな
り，現在は以下のスタッフで運営しています．
山本暁久（京大・M2／校長），高見道人（阪大・
D1），堀直人（京大・D1），寺川剛（京大・M2），
坂井冬樹（京大・M2），鈴木まゆ（京大・M1），藤
原弘道（京大・M1），松岡雅成（立命館大・M1），
馬場剛史（兵庫県立大・M1）
スタッフの皆さんは普段それぞれ異なるフィールド
に所属しており，多角的な意見交換により鋭意準備を
進めています．また，若手の会役員や歴代の校長から
もさまざまなアドバイスをいただいています．熱く有

第 51回夏の学校へのお誘い

山本暁久
京都大学大学院理学研究科吉川研究室　修士 2年

生物物理若手の会 夏の学校校長と京都支部長を務
めております，山本暁久と申します．私たち生物物理
若手の会では，毎年「夏の学校」と称した研究交流会
を開催しています．この研究会には，大学院生を中心
とした若手研究者が全国から集まります．普段の研究
生活では接する機会の少ないさまざまな分野の研究者
とともに学び議論しながら，知識と交流を深めていま
す．今年の夏の学校は，下記のように開催することに
決定しました．
日程：2011年 8月 25日（木）～ 28日（日）
場所：関西セミナーハウス（京都府京都市左京区）

http://www.academy-kansai.com/
スケジュール（仮）：

8/25 オープニングセッション，若手ポスター
8/26 メインシンポジウム
8/27 分科会，懇親会
8/28 クロージングセッション

今年の夏学のココロ
今年の夏の学校では，メインシンポジウムテーマに

「生物における運動とエネルギーの物理―実験と理論
の調和―」を掲げました．生命現象を理解する上で重
要な問題の 1つに，生物がどのようにエネルギーを作
りだし，それを利用して運動を生じるか，があげられ
ます．このような課題を解決していくためには，物理
学が得意とする「エネルギー」「ダイナミクス」の概
念と，生物学・化学が明らかにしてきた生命の構成要

E-mail: yamamoto@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp



若 手 の 声

!"#

意義な夏学をめざしているので，たくさんの若い研究
者の方々に参加していただければと思います．
参加申し込み・スケジュールの詳細などにつきまし
ては，順次こちらのホームページにてアナウンスして
いきますので，ぜひご覧ください．

http://bpwakate.net/summer2011/

夏の学校の準備にあたりましては，生物物理学会，
また多くの企業および研究機関にご協力をいただいて
います．若手の会の活動にご支援いただけますこと
を，この場を借りて厚くお礼申しあげます．

京都支部活動報告
夏の学校の京都開催が決まり，昨年 10月末に支部
内の交流と夏学スタッフ募集を兼ねて，京都で関西支
部合同セミナーを開催しました．実のところ，それ以
前の京都支部は人数の問題で支部活動がなかなかでき
ずにいました．去年の夏学で京都近辺からの参加者に
声をかけ，久々のセミナー開催が叶いました．
このセミナーでは先生をお呼びすることはせず，数
人の院生に 1人あたり 30分ほどのショートトークを
お願いする形で構成しました．参加者のほとんどが院
生であるという雰囲気も手伝ってか，自分の分野外に
対する基本的な質問も含めた多くの意見が飛び交い，
充実したセミナーとなりました．参加者からも，「皆
さんそれぞれ分野が異なるにもかかわらず積極的に議
論され，活発で意義あるセミナーになったと思いま
す」などの感想をいただきました．一方，「歳が近い
方が多かったので緊張せずに発表させてもらいまし
た．今後は，先生をお招きして引き締まった雰囲気の
議論ができるような企画もできれば」との意見もあり
ました．
夏学の準備とこのセミナーをきっかけに，京都支部
の活動は盛り上がりを見せており，年度末・年度明け
に開催予定のセミナー企画もそれぞれ立ち上がってい
ます．支部活動は各地域で行っていますので，お近く
の支部に気軽にコンタクトをとってみてはいかがで
しょうか．京都支部もいつでもご参加を歓迎します．

会長挨拶

都築峰幸
名古屋大学大学院理学研究科理論生物化学物理研究室 

博士課程後期 1年

皆様はじめまして，2011年の生物物理若手の会 
会長を務めさせていただきます，名古屋大学大学院理
学研究科物質理学専攻 TB研博士課程後期 1年の都築
峰幸と申します．今年 1年よろしくお願いします．
昨年は第 50回生物物理若手の会夏の学校の校長を

務めさせていただき，数々の貴重な経験をさせていた
だきました．その夏の学校校長を通して感じたことの
1つに，情報を発信することの大切さがあげられま
す．インターネットが発達し，情報を発信することが
容易になり，また欲しい情報を得ることも簡単な時代
になりました．そこで若手の会のさらなる発展のた
め，若手の会 HPのしっかりした更新および生物物理
若手の会コーナーの充実をはかりたいとと思います．
これは，夏の学校に参加して下さった学部生の中に，
自ら生物物理学に興味をもち，インターネットを使っ
て生物物理若手の会夏の学校の存在を知ったのがきっ
かけで参加したとおっしゃっていた方がいらっしゃっ
たことがきっかけです．さらに，「生物物理」を google
検索すると &検索ワードとして，「若手の会」が候補
として出てきます．私が夏の学校開催前に想像してい
たよりインターネットの影響は大きく，若手の会の
HPもきちんと更新を行い，生物物理を宣伝すること
が生物物理学の発展に貢献することだと感じましたの
で，HPの更新をしっかりしたいと思います．
そして，最近活気を失いつつある支部会があるので

その活性化も行いたいと思います．これはセミナーの
参加人数の減少というよりも，運営する人間が減り，
運営している支部メンバー 1人 1人の負担が増してい
ることに原因があると考えています．具体策は現在思
いついていませんが，早急に何か手を打ちたいと思い
ます．
また，この生物物理学会の学会誌に紙面を割いてい

ていただいている若手の声ですが，今年 1年はその半
分を支部報告，もう半分を若手からのメッセージの投
稿に使用する予定です．第 1回は今年の夏の学校を開
催する京都支部にお願いしました．
最後に，いたらぬ点も多々あると思いますが，今後

ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします．

E-mail: ttsuduki@tb.phys.nagoya-u.ac.jp
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が EMBLに赴いた動機は，最先端のシステムで粘菌
の運動を解析をすることであったが（当初，滞在予定
は 3ヵ月であった），次々と画像解析上の協力を求め
らるようになり共同研究を重ねることになった．私は
とりたてて優秀な画像処理技術者ではないが，ウェッ
トな実験も 10年近く経験している．生物学的関心に
合致したアルゴリズムの選択，画像解析やモデリング
を視野に入れた実験のデザインといった判断に，私の
複合的な経験や知識が生かされることになった．やが
て EMBOコースの講師にはじまり，さまざまな国の
大学やワークショップに招かれるようになっていっ
た．かくして私は 2005年秋に発足した画像処理・解
析に特化した部署（CMCI）の責任者になり今にい
たっている．私はいまだに粘菌研究者のつもりである
が，周りはもはやそう思ってくれなくれない．
ヤン・エレンバーグを中心とする CMCI設置委員
会の要請は「生物の階層を越えて画像を解析し，トラ
ンジエントにグループを形成しつつコラボレーション
を活性化すること」ということであった．実際に私が
実施したのは，画像処理・解析の講義と実習，セミ
ナーの開催，いくつかの共同研究，コンサルティン
グ，画像解析アルゴリズムの開発実装などである．こ
れらの活動のほかに，私が想定していなかったことも
あった．2000年代を通じて発生・細胞生物学では画
像を使った定量化・モデル化の志向がどんどん高まっ
た．EMBLもまた例外ではなく生物科学を学んでいな
い物理学や情報学出身の院生やポスドクが急増した．
多彩な背景をもつ研究者の共同作業はMultidisciplinary 
Environmentとして聞こえはよいかもしれないが，実
情はなかなか大変である．物理や情報，生物といった
異なる領域で博士を取った人間の間では「なにに興味
もち，なにを問題としなにに納得するか」という根本
的な点ですれちがうことがよくあるからである．例を
あげれば，生物学者にとって二重ラベルした細胞内の
タンパク質 Aと Bが画像上で重なっていれば「共存」
となる．一方で物理学者は「共存」の定義をまず厳密
に行わなければ納得しない．情報科学者にとってはシ
グナルの二値化をパラメータフリーで行うことが課題
になるが，生物学者はその根拠を生物の既知の構造に
厳密に照らし合わせたくなる．近年のプロジェクトの
進行スピードは速い．異分野の専門家が互いに納得と
興味のズレをかかえ誤解と摩擦をはらんだまま，プロ
ジェクトは突き進む．
こうした事情から，さまざまな研究室に散らばった

大阪大学荻原研究室の院生だった私がドイツに移っ
て 14年たった．本人の感覚ではあっという間のこと
だった．生物物理学会に最後に出席したのは 2002年
のことで，阪大の先輩である上田昌弘さんをはじめ個
性的かつ独創的な研究者の方々と楽しく意見を交わし
たのもつい先日のことのように思えるが，数えてみる
と随分年数がたっている．そのようなわけで思いがけ
ず海外だより執筆の依頼をうけて喜んでいる．この機
会に学会員のみなさまに私の近況を知ってもらえたら
幸いである．
私の海外での簡単な経歴は次の通りだ．1996年か
らミュンヘン大学の院生になった．チャールズ・デ
ビッド研究室の当時講師だったフロリアン・ジーゲル
トの元で細胞性粘菌多細胞期の走光性の研究を行い博
士号を取得した．2001年にハイデルベルクの欧州分
子生物学研究所（EMBL）に移り，ライナー・ペッパ
コックの研究室のポスドクになった．粘菌の運動と細
胞内小胞輸送の研究を行った．2005年 11月からは分
子・細胞イメージングセンター（CMCI, Centre for 
Molecular and Cellular Imaging）を運営している *1．
紙面に限りがあるのでミュンヘンでの院生時代は割
愛し，ハイデルベルクでのようすを報告する．デジタ
ル化した光学顕微鏡システムが細胞生物学領域に広く
普及したのは 90年代後半である．EMBLでは 1998年
に最先端光学顕微鏡施設（ALMF）が発足し，知識が
なくても簡単に利用できる環境が整えられていった．
簡便に取得できるようになった多次元の画像データは
見るだけであればよいのだが，定量的な結果を出すに
は画像解析の経験と生物物理学の知識が必要になる．
そうした人材は当時まだまだ少なかった．そもそも私

E-mail: miura@embl.de *1 http://cmci.embl.de
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多彩な背景をもつ院生やポスドクらと，画像解析技術
を中心にディスカッションやらビールやらを深夜まで
かさねながら，原理原則に基づいて多領域をブリッジ
して解題し，彼らが「ああ，そうなんだ！」というま
で説明して納得と興味のズレの埋め合わせをすること
になった．これは，異分野の共同研究を重視する割
に，頑固で摩擦がすぐに顕在化する欧州に顕著な事態
かもしれないが，大きく見れば生物学のかたちが物理
学，情報科学，化学を巻き込みながら急速に変化して
ゆく途上にあり，いまだ体系化されえない転換期にあ
るということの一側面なのだろう．
画像解析アルゴリズムの実装方法はこの 1年ほどの
私の関心事項の 1つである．従来，生物系研究室では
すでにパッケージ化されたソフトを使用するか，プロ
グラミングが得意な院生やポスドクが独自のソフト
を書くという二通りの方法が主である．一方で近年，
生物系のプロジェクトにかかわる情報系の研究室が世
界的に増え，公共に提供される高度な画像処理・解析
ライブラリが急速に増加している．こうしたリソース
を縦横無尽，臨機応変に組み合わせて独自の解析を行
うことが効率的な手段であるはずが，いまだにスク
ラッチからコーディングすることが多いのが実状だ．
その理由として，ライブラリの探索，機能評価や選択
が個人の知識と経験によること，インターフェースが
統一されていないことなどがあげられる．このため私
は，生物画像処理・解析ソフト ImageJの活発な開発
グループである Fijiのメンバーや，昨年発足した欧州
研究基盤戦略フォーラム（ESFRI）のプロジェクト
“Eurobioimaging”の画像解析関連のメンバーたちと連
携し，モジュラリティの高い画像解析フレームワーク
の開発に貢献していこうと考えている．昨年には，

Fijiの共同開発ミーティング（ハッカソン）をハイデ
ルベルクで主催した *2．ImageJを解析に使用する研究
者は日本にも数多くいると思われるが，開発への貢献
があまり見られずプレゼンスが弱い．今後の奮起を期
待している．

EMBLは 1978年に科学者たちによって創設された
ヨーロッパの国際研究機関である．800人ほどの構成
員の出身国籍は 60にわたり，英語が公用語である．
廊下で挨拶して雑談しているうちにそのまま共同研究
が始まる，というようなオープンで自由闊達な雰囲気
に，日本やドイツの大学しかしらなかった私は圧倒さ
れたが，いまではすっかり楽しんでいる．短期の研究
滞在のためのビジタープログラムもあるので，興味の
ある方は私まで連絡していただきたい．
ハイデルベルクは現在のドイツにおける最古の大学
街であり，人口は 15万，観光都市であることから
街中でも英語が比較的容易に通じる．大学職員数はお
よそ 1万 2千人，学生数およそ 2万 8千人を擁する．
他に理系の研究所として EMBL，マックスプランク協
会医学研究所，天文学研究所，核物理学研究所，国立
ドイツ癌研究センター（DKFZ）などがあり，人口の
多くが学生，教員，研究者によって構成されている．
生物学の研究者を結ぶネットワークとして大学と上記
研究機関を横断する Cell Networkがある．これを背骨
として生物物理では Ulrich Schwarz，!omas Hoe"ner，
Victor Sourjik，田中求などの教授たちが中心となり，
共通のセミナー “Bioquant Seminar”が定期的に開かれ，
活発な情報交換と議論が行われている．

*2  “Fiji is Just ImageJ”  
http://pacific.mpi-cbg.de/wiki/index.php/Fiji



〈1 分子〉生物学―生命システムの新しい理解―
合原一幸，岡田康志［編］
岩波書店，2004 年，B6判，187ページ，2,205円（税込）．

このような形で 1冊の本にまとまり世に出たこと
が，不思議であり貴重である．1分子計測技術が生
物システムに応用され，システムの中での個々の分
子の振る舞いが直接計測できるようになった．
KIF1aのようにブラウン運動を基礎にした運動など
従来のモデルでは説明できない現象もみつかった．
分子の振る舞いからシステムを理解するのは簡単で
はない．数理的なモデルの助けを借りるのが，有力
なアプローチである．この本は，1分子計測を生物
に応用し新しい分野を切り開いてきた実験屋のレ
ポートと，それを受け止める数理ツールを身につけ
た理論屋との対話である．読み方によっては，両者
の距離や，ゴールの生命現象の理解への距離ばかり
を感じてしまうかも知れない．
第1章から第4章までは，4人の研究者が分子モー
ター，細胞内情報伝達システム，細胞内の分子のダ
イナミクス，分子機械の構造というそれぞれのシス
テムで確立した 1分子計測とその成果を報告．それ
ぞれのシステムの問題意識から始まり，1分子 1分
子を見ることでわかったことが，短い文章の中で明
快に述べられ，十分に楽しませてくれる．個々の問
題の中で数理的な取り扱いの必然性も述べられてい
る．その 4つのトピックスから共通のキーワードと
して見えてくるのが，ノイズであり，ブラウン運動

である．鞭毛の運動は本来ブラウン運動的であり，
KIF1aの能動運動にはブラウン運動で駆動されてい
るなど，4つのシステムでブラウン運動が深くかか
わっているようである．しかしメカニズムとの関係
では，いまだによくわかっていないことも多い．そ
れどころか機械論的な考え方も根強く存在する．
数理屋のもっているツールがすぐに役立つもので

はないが，探り合いが続く．この本が出版されたの
が 04年で，1分子計測と数理科学がはじめてふれ
あった頃ということを考えると，歴史的であり，正
に初心の記録である．座談会の中でもいわれている
が，生命現象の中に数理的に新しい仕組みがあると
しても，短期間で見つかるのは望み薄である．それ
までは，計測データを積み上げつつ，計測からの問
題提起を明確に定義すること，そして，既知の仕組
みによる説明を積み上げることが必要である．現実
にそのような方向で研究は進んできているように見
える．一方，この本の中でも，個々の現象に留まら
ず生命全般の理解へ向けた試みの発言がある．たと
えば「生命現象は少数の原理からなる」．多少言葉
足らずの感もあり，議論も深められていないのが残
念だが，みんなに叩かれるくらいのアイデアも生命
現象の扉を叩くには必要だろう．

（阪大・院・生命機能研究　柳田敏雄）
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細胞骨格と接着
貝淵弘三，佐邊壽孝，稲垣昌樹，松崎文雄［編］
共立出版，2006 年，国際判，324ページ，4,935 円（税込）．

細胞骨格と聞くと，少しマニアックな印象をもた
れる方がいらっしゃるかもしれませんが，実は，生
物物理学とはなじみの深い研究分野です．生き物の
形態や運動を支える細胞骨格，この細胞骨格が生み
出すさまざまな機能のメカニズムを明らかにするた
めには，生物学や分子生物学の知見だけではなく，
物理学（力学，光学，電磁気学，など）を取り入れ
る必要がありました．アクチン細胞骨格をベースと
した骨格筋と平滑筋の収縮機構が細胞内 Ca2によっ
て制御されていることが明らかになったのは，生物
物理学が成しえた研究成果の1つといえるでしょう．
生物物理学分野で研究をされている方に一度は手
にしていただきたいのが『細胞骨格と接着』です．
本書籍では，細胞骨格に関する基礎的な事項から最
近明らかになってきたことまでがわかりやすく記述

されています．書籍の序盤では，細胞骨格の中心と
なるアクチンフィラメント，微小管，中間径フィラ
メントについての知見が書かれています．中盤で
は，モータータンパク質，核を支える細胞骨格，細
胞接着，Gタンパク質についての記述があります．
終盤では，メカノトランスダクション，細胞運動，
細胞分裂，細胞の形態形成，そして，病理との関係
などが記載されています．また巻末には，細胞骨格
に関するキーワードとそれに関連するページが記載
されており，辞書代わりにも使えるような工夫がな
されています．この研究分野になじみの薄い方には
もちろんのこと，専門の方にもぜひお勧めしたい一
冊です．

（北海道大・院・先端生命科学　水谷武臣）

書

評



フラジェラ III型 ATPアーゼ Flil
Flagellar type III ATPase Flil
 バクテリアはべん毛（フラジェラ）で泳いでい
る．べん毛は何千個ものタンパク質の集合体であ
る．タンパク質はバクテリアの体内で合成されて
いることを考えると，合成されたべん毛用タンパ
ク質を外部に輸送して，べん毛の形にくみ上げる
必要がある．当然のことながら，バクテリアのな
かに小人がいてすべてを行っているわけではない．
しかし小人のような役割を担っているタンパク質
は存在している．3次元の拡散だけですべてがで
き上がっているわけではない．べん毛の構成タン
パク質を対外に出すために，9種のタンパク質が
膜状にひとつの超分子を形成している．膜に直径
20 Å程度の穴を作り，そこから能動的選択的にべ
ん毛用タンパク質を搬出する．
 ここに示す絵は，搬出用超分子の構成要素の
1つ FliIである．上から N末端側ドメイン，ATP
アーゼドメイン，C末端側ドメインとなっている．
N末端側ドメインは バレル構造，ATPアーゼド
メインは交互にあらわれる ヘリックスと スト
ランドから，また C末端側ドメインは 3本の ヘ
リックスから構成されている．ATPアーゼドメイ
ンと相互作用している空間充填模型の分子は ADP
である．この場所で ATPが分解される．FliIの立体
構造は F1-ATPアーゼの サブユニットと サブユ
ニットにそっくりである．FliIの ATPアーゼドメイ
ンは F1-ATPアーゼの ATPアーゼドメインとアミノ
酸配列が 29%一致しているので，そんなに驚く
ことではない．しかし他のドメインのアミノ酸配
列は，ほとんど似ていないのに立体構造が似てい
るのは予想外である．
 立体構造が F1-ATPアーゼと似ているのならば，
FliIは F1-ATPアーゼ同様環状 6量体を構成するか

もしれない．6量体を構成することは実験で確か
められている．F1-ATPアーゼの立体構造をもとに
して，FliIのホモ 6量体のモデル構造を構築する
と，アミノ酸配列の保存性などと整合性がある構
造を形成することができる．F1-ATPアーゼの 
ヘテロ 6量体には環状構造の中心にトンネルがあ
り，そこを サブユニットが貫通している．FliIの
モデル構造にもトンネルが存在する．それでは 
サブユニットに対応する分子は何だろうか．搬出
されるタンパク質だろうか（PDB1) ID: 2dpy2)）．
 1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35, 

D301-D303.
 2) Imada, K. et al. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 104, 485-490.
(J. K.)
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