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ニューロインフォマティクスは，コンピュータやネットワークを中心とする情報科学技術によって，脳・神経系に関する知見
を統合，共有化し，システムとしての脳・神経系の機能を理解しようとするものである．本稿では，網膜神経回路を対象とし
た研究を例に，その学問的意義や価値，具体的成果，今後の展望などについて述べる．
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昨年は生物物理にとって 50 周年という節目の年でした．では，
私にとってはどんな年だったのかと考えると，今の自分の研究に
手をつけてから 20 年近くが過ぎたことになります．そのはじめ
のころの実験を考えると，よくうまくいったものだと思うことも
しばしばです．生物物理の分野は理論系・実験系に分けると圧倒
的に実験系が多い．実験系の場合，新しく系を組むときには何か
ら始めるのでしょうか？

先人の意見を聞く，真似る，掘り起こ

すなどがありますが，いずれにしても個人ではじめて手をつける
ときには , いろいろと苦労があるものです．その一方で，そのと
きの苦労はこれからの自分の研究にとって，財産になるでしょ
う．
私も生物物理学会に長く所属していますが，はじめは生命の起
源，次に生体膜，今は蛍光測定をおもに研究を行っています．あ
まりにも分野が異なるので，何だコリャと思う方もいるかもしれ
ませんが，その代りはじめての経験としていろいろと印象に残る
ことも多くあります．その中から 1 つ紹介しましょう．

見えたこと，
伝えたいこと．
巻／頭／言

今の蛍光相関装置を構築し始めた頃，レーザーの光を絞って，
そこに出入りをする蛍光色素の動きを PMT や CCD カメラで測
定をしていると，カメラ画像の絞った小さな光の領域でさらに小
さな光の点が動いているのが見えました．いろいろ焦点を変えて
みると，かなり限定された範囲で，カバーガラスの境界付近であ
ることがわかります．その当時は多分ゴミかなんかを見たのだと
納得していましたが，薄々は，蛍光色素 1 分子を見たのかと，心
に残っていました．しかし，それ以上の測定も解析も行っていま
せん．今から考えれば，カバーグラス付近で分子の動きが遅く
なったこと，また，カバーグラスがピンホールの役目をして，
バックグラウンドを下げていたことなどで，説明がつくのだと思
います．しかし，あのころ，暗い視野の中の緑の光の中で肉眼で
も確認した蛍光色素の動きは強く印象に残っています．観察しな
がら，見えるはずはない，でも見えているのは何か？と自問しな
がらも，周りに声を掛けて見せまわった記憶があります．
そのような小さな発見や感動をどのように伝えていくのか，数
式やグラフだけではない個人の経験や感動を次に伝えていくこと
が生物物理の裾野を広げるために重要だと思っています．
新しい季節が巡り，新しいこと，困難なことが続いている会員
もいると思います．その経験をどうか伝えてみてください．
金城政孝，Masataka KINJO
北海道大学，教授
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解説

ニューロインフォマティクスと網膜研究
神山斉己

愛知県立大学情報科学部

The physiology and anatomy of the retina are relatively well known. Physiological studies of the retina have uncovered a
number of cellular and subcellular mechanisms such as the characteristics of the ion channels found in retinal neurons.
Neuroanatomical studies have revealed the morphological principles governing the structure of the retina. The former
data provide information about the functional role of ion channels in generating and shaping the light response of the
retinal neurons. It is as yet impossible to provide a complete model of the retina. But it is now possible to identify some
computational operations that the retina performs and to relate them to specific physiological mechanisms, on the basis
of neuroinformatics.
neuroinformatics / computational neuroscience / retina / mathematical modeling / visiome platform

1.

トワークの発展を基礎とした情報科学と神経科学が学
はじめに

際的に融合したものである．その本質は，脳・神経系

20 世紀の終わり頃から，生命科学に関係する分野

の分析的研究によって得られたさまざまな知見を数理

では生命体をシステムとして理解するという言葉がさ

モデルとして統合し，システムとして脳・神経系の機

かんに使われるようになってきた．すなわち，分子生

能を理解，解明することにある．数理モデルはシステ

物学を基盤としたシステム生物学・バイオインフォマ

ム全体を理解するための道具であり，そうしたモデル

ティクス，生理学を基盤としたフィジオームなど，そ

を作るためには，実験的・分析的な研究はもちろん，

れぞれの分野で，要素レベルの特性からシステム全体

対象システムに関する知見の整理・体系化・検索機能

としての機能を統合的に理解しようとする学問の新し

を提供する共有データベースシステム，データを解析

い潮流がつくられるようになった．神経科学分野に関

するための各種手法，モデル開発やシミュレーション

しても，ニューロインフォマティクスとよばれる新し

のための各種ソフトウェアなど，関連する技術開発や

い学問分野が誕生した ．

環境整備も重要な課題となっている 1), 2)．

1)

筆者が研究対象としている網膜研究の主役を演じて

本稿では，網膜を対象とした研究を例にニューロイ

きた生理学の分野でも，10 年以上前から，生理学の

ンフォマティクスの意義や価値，具体的成果，今後の

統合生物学への展開の重要性が指摘されている．たと

展望について解説する．

えば，1980 年代から 1990 年代にかけて，パッチクラ
ンプ法によって，細胞生理学の時代ともいえる輝かし

2.

い研究の歴史が築かれたが，そうした分析的研究に
よって得られた膨大な素子レベルの知見をシステムと

網膜機能のシステム的理解

2.1 網膜の構造と機能

しての機能に結び付け，分析から統合へと歩むための

視覚神経系の入口に位置する網膜は，その情報処理

新たなブレークスルーとなる研究手法が求められてい

メカニズムの解明をめざした研究が長年にわたって進

る．ニューロインフォマティクスは，まさに脳・神経

められている神経科学研究の宝庫といえるシステムで

系の機能をシステムとして統合的に理解するための研

ある 3)．脊椎動物の網膜は，眼底にはりついている厚

究手法であり，脳の出窓ともよばれている網膜はその

さ約 0.2 mm の透明な神経組織である．その機能は，

格好の対象と位置づけられる．

時々刻々変化する外界の画像情報を並列的に受けと

ニューロインフォマティクスは “Computer science

り，形，色，動きなどの視覚情報を実時間で並列・局

meets neuroscience” といわれるように，情報の生成，処

所的に処理し，処理した信号を視覚中枢に送りこむこ

理，伝達，蓄積，保存，利用など，コンピュータやネッ

とである．このように網膜の入力と出力が何かという

Neuroinformatics Study on the Retina
Yoshimi KAMIYAMA
School of Information Science and Technology, Aichi Prefectural University
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点について形式的にいうことはできるが，網膜が一体

こで受容野とは，呈示された光刺激に対して，網膜内

どんなことをやっているのかという点についてはまだ

の細胞が電位応答する空間領域のことである．古典的

まだ多くの謎が残されている．したがって，網膜研究

な計測方法としては，小さなスポット光を網膜のさま

の主要な課題は，網膜の中でどのような仕組みで情報

ざまな場所に照射した際，記録している細胞に電位変

処理が行われ，どのような情報が最終的に出力される

化が生じた刺激場所の地図として求められる．双極細

のかを理解，解明することである．

胞の応答極性は，受容野の中心部と周辺部への光刺激

図 1 は，脊椎動物網膜の構造断面と各神経細胞か

に対し拮抗的であり，帯域通過型の空間フィルタ特性

ら記録される典型的な光応答を模式的に描いたもので

を示す．中心部への刺激で正方向に応答するものをオ

あ る． 網 膜 に は， 視 細 胞 (photoreceptor)， 水 平 細 胞

ン型，負方向に応答するものをオフ型とよんでいる．

(horizontal cell)，双極細胞 (bipolar cell)，アマクリン細

双極細胞の受容野中心部は視細胞からの直接入力，周

胞 (amacrine cell)，神経節細胞 (ganglion cell) などが存

辺部は水平細胞からの抑制入力により生成されると考

在し，それぞれの神経細胞が並列的に配置され，層構

えられている．アマクリン細胞同士は，その樹状突起

造を成している．外界の光は，角膜 (cornea)，水晶体

を横方向に伸ばし，双方向の結合をつくっている．ア

(lens)，硝子体 (vitreous) を経て，透明な網膜細胞層を

マクリン細胞は軸索をもたないが活動電位を発生する

突き抜け，視細胞層に到達する．視細胞は，外節と内

という性質がある．網膜の出力を担う神経節細胞は活

節からなり，内節からはシナプス終末部が伸び，2 次

動電位を発生し，それが視神経を伝導して視覚中枢に

ニューロンである双極細胞と水平細胞と結合してい

情報が送られる．神経節細胞は，双極細胞と同様，オ

る．視細胞は外節の形から桿体 (rod) と錐体 (cone)

ン 型 と オ フ 型 に 分 類 で き， そ れ ら は 図 1 の a 亜 層

に分類される．桿体は暗闇で，錐体は明るい場所でお

(sublamina a) と b 亜層 (sublamina b) で示されるように，

もに機能している．色覚を有する動物では，波長感度

双極細胞とのシナプス結合の位置が空間的に異なって

特性の異なる 2 種類以上の錐体が存在している．光刺

いる．このように，網膜においては，わずか 0.2 mm

激に伴って視細胞で発生した電位変化は，シナプスを

の厚みのなかで，整然とした構造による情報処理が行

介して，水平細胞と双極細胞へ伝達される．水平細胞

われている．さらに，興味深いことは，視細胞，水平

同士は，ギャップジャンクションとよばれる構造に

細胞，双極細胞から構成される外網膜の神経細胞の電

よって電気的に結合しており，そのため，受容野はそ

位応答は，基本的にはアナログ的な電位応答を示し，

の樹状突起の広がりよりはるかに広く，かなり離れた

アマクリン細胞や神経節細胞ではじめて離散的な信号

位置に刺激が呈示されても電位変化を示す．なお，こ

である活動電位が発生することである．こうした特性

図1
眼球，網膜神経回路の構造と光応答の模式図．脊椎動物の代表的な網膜内神経細胞の種類とフラッシュ光刺激に対する典型的な膜電位の時
間応答波形（円の中）を示している．
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は，機能的には，視覚情報を外網膜でアナログ量とし

要と考えられる．こうした観点から，網膜のニューロイ

て時間的，局所空間的に微妙に前処理し，必要な情報

ンフォマティクスとして，豊富に蓄積された網膜に関

のみを抽出した後に活動電位によるパルス列として符

する知見を整理，体系化し，データベース化を図るこ

号化し，視神経という長い神経線維を介して情報を効

とは大切な課題である．さらに，数理モデルとしてそ

率よく中枢に伝える巧妙な手段と考えられる．

れらの知見を統合していくことによって，コンピュー
タでシミュレーションできる思考の作業台を構築し，
その上で，何がわかっているのか，何がわかっていな

2.2 網膜研究へのアプローチ

前節で述べたように，網膜には，構造と機能との関

いのか，さまざまな知見相互の関係はどうなっている

連づけが容易なことや，組織を摘出し加工するなど，

か，得られた知見の間に矛盾はないか，全体として辻

実験標本としても扱いやすいといった特徴があるた

褄は合っているかなど，システムとしての理解を進め

め，顕微鏡による解剖学的研究，細胞内・外記録法に

ることが重要と考えられる．また，ニューロインフォ

よる網膜内各神経細胞の応答解析，単離細胞やスライ

マティクスによって統合された情報を研究者がアクセ

ス標本を対象としたパッチクランプ法によるイオン

スするための情報基盤の整備も重要な課題である 9)．

チャネルの解析など，最先端の実験技術や手法を駆使
した研究が進められてきた．1980 年代の細胞生理学

3.

的研究の全盛時代には，視細胞外節の光―電気信号変
換機構や各神経細胞のイオン電流機構，シナプス伝達

網膜の数理モデル研究

3.1 数理モデルの意義

機構など，網膜という神経システムをつくる素子レベ

生理学分野において，実験から数理モデル構築まで

ルの詳細な特性が明らかになり，いよいよ素子からシ

の研究を進めているケースは残念ながら多くはないが，

ステムへと研究が展開されていくかと思われた．

単一細胞レベルでは，その基礎となる技術が確立されて

しかしながら，システムを構成する素子が動的・非

いる．それは細胞膜のイオン電流の電気的特性を調べ

線形な複雑な性質を備えていることがわかるにつれ，

るために適用される膜電位固定法である．膜電位固定

それらの素子が複雑に組み合わされて構成される網膜

法は，細胞膜を各イオン電流が並列に接続された電気

全体の働きを統合的に理解することが著しく困難であ

回路と仮定し，おのおののイオン電流の電位依存特性

ることもわかってきた．たとえば，視覚情報処理の基

と時間依存特性を解析するものである．得られた電流

本的フィルタといえる双極細胞で形成される中心―周

の特性は，Hodgkin とHuxley が提案した非線形微分方

辺拮抗型受容野は，視細胞と水平細胞間のフィード

程式と同様の数式によって記述することができる 10)．

バック型化学シナプスによって実現されると考えられ

神経細胞の細胞内機構や膜のイオン電流機構は，時

てきた．しかし，シナプス部近傍での pH 濃度変化や

間的に変化する動的な特性や，膜電位と電流の関係が

局所電位変化を介した新たな信号伝達メカニズムの存

非線形となる特性を有している．そうした複雑な仕組

在が示唆されるようになり，現在も論争が続いてい

みを備えた神経細胞を対象にした場合，あるイオン

る 4), 5)．さらに，最近の研究によると，哺乳類の網膜

チャネルを遮断するとその神経細胞の膜電位応答がど

には形態の異なる約 55 種類の細胞が存在し，それぞ

う変化するかといった，イオンチャネルが細胞機能に

れ異なる機能を果たすものと考えられている．出力細

果たす役割を頭の中だけで考えることは大変難しい．

胞である神経節細胞だけでも 10 種類以上もあるとい

神経興奮現象を数理的に記述した Hodgkin-Huxley モ

われていることから，それぞれの神経細胞がどのよう

デルでも，実際に数値計算をやってみないと，計測さ

な情報を送っているのか，これまでの想像以上に複雑

れたナトリウム電流，カリウム電流の非線形・動的特

な情報処理が行われているものと推測されている

性から活動電位がどのように生成されるのか，とても

．

6)-8)

このように，網膜研究においては従来の研究によっ

想像し難いものである．こうした研究者の思考を支え

て確立されてきた概念的なモデルを覆すような発見が

る手段が数理モデルを用いたコンピュータシミュレー

続いている．しかしながら，研究の流行を追って，こう

ションである．

した個々のトピックスや過去数年の論文だけに注目し

もちろん，大部分の実験研究者は訓練と経験の積み

ていると，
「木を見て森を見ず」の喩えのように，網

重ねによって，頭の中に対象の鮮明なモデルを作り出

膜全体の機能を理解することから外れてしまう危険も

しており，脳内シミュレーションでさまざまな現象を

ある．話題性のある研究だけでなく，これまでの研究

定性的に予測，確認していると思われる．生理実験

の歴史も踏まえ，研究成果を総合的に捉えることが重

は，頭のなかに描いた仮説を確認するための手段であ
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り，数理モデルを作ってコンピュータ上で方程式を解

以下，こうした観点の下に進めてきた網膜の数理モデ

くことにそれほど大きな価値を見出せないかもしれな

ル研究によって得られた興味深い知見を紹介する．

い．コンピュータシミュレーションは，頭で予想した
結果を基本的には確認するだけという批判もあろう．

3.2 桿体視細胞ネットワークの特性

実際，学会発表の質疑応答やジャーナル論文のディス

1978 年，Detwiler ら に よ る “A surprising property of

カッションでは，実験研究者の頭の中には，驚くほど

electrical spread in the network of rods in the turtle’s retina”

精巧なモデルが組み立てられていることに感嘆するこ

と大変興味を引くタイトルを付けられた論文が Nature

とがしばしばある．こうした意味では，数理モデル

誌に掲載された 11)．桿体にガラス微小電極を刺入し，

は，頭のなかに組み上げられている対象のモデルを数

細長いスリット状のフラッシュ光刺激を照射しながら

式で記述しコンピュータで動かしただけだという批判

電位応答を記録する．記録している桿体の真上からス

も出てくるかもしれない．

リットを横方向に少しずつずらしながら，桿体の応答

しかし，実は，そこに数理モデルの大切な意義があ

を記録していくと，スリットの距離を遠ざけるほど，

る．数理モデルを作ることは脳内モデルを具体的に数

応答のピーク到達時刻が速くなるという驚くべき現象

式として記述する作業である．研究者の頭の中だけに

が報告されている（図 3 模式図参照）
．桿体同士が電

あるモデルには残念ながら必ず寿命が訪れるが，一

気的に結合しているので，光照射の範囲外にも応答が

度，数理モデルとして脳外に表現されれば，それはい

伝わるのであるが，一般的に細胞膜は抵抗とコンデン

わば人類の宝となり得るものである．なにより，数理

サから構成される低域通過フィルタと考えられるの

モデルは，モデルを作り上げていく過程において，ど

で，何故このような高域通過フィルタの特性が生じる

のようなデータが不足しているか，これまでの実験で

のか，その生理メカニズムに関心が寄せられたわけで

見落としていた点があったか，それらを記述するため

ある．Detwiler らは細胞膜にインダクタンス成分があ

にはどのような実験データが必要になるかといった研

ると仮定すれば説明がつくとする電気回路モデルを提

究を方向づけていく上でも，思考の作業台として機能

案したが，その生理メカニズムについては，膜電位依

するものでもある．特に，神経細胞が複雑な回路を形

存性のコンダクタンスが関係していると述べる程度で

成しているシステム全体となると，頭の中だけで起こ

実体は不明であった 12)．

り得る現象のすべてを考えつくすのは難しいであろ

この問題は当時の生物物理の分野でも注目され，数

う．しかし，システムと等価な数理モデルが構築され

理モデルに基づく理論解析やリンゲル液のイオン組成

れば，あるチャネルのパラメータを変えればどんな現

を制御した実験について，Biophysical Journal 誌に掲載

象が起こるかなど，ツマミを回してボリュームを調整

された 13), 14)．しかし，パッチクランプ法普及以前の

するように，誰もが手軽にモデルを実際に動かし，そ

時代であり，細胞内記録に基づく間接的なデータだけ

の上で考えを進めることができるようになる．すなわ

では，高域通過フィルタを作り出すメカニズムの詳細

ち，数理モデルの上では，選択的にイオンチャネルを

を解明するにはいたらなかった．1980 年代後半には，

遮断するといった仮想的な薬理実験はいとも簡単に実

単離した視細胞を対象にパッチクランプ法が適用され

現できる．こうしたシミュレーションは，個々のイオ

るようになり，細胞膜に存在するイオンチャネルが同

ンチャネルやシナプス経路が，たとえば，網膜という

定され 15), 16)，1990 年代半ばには，筆者らがイオン電

システムの情報処理にどのようにかかわっているか，

流機構に基づいた単一桿体の数理モデルを提案し，過

その機能的意義を調べていく上で強力な手法となる．

分極活性型電流 (Ih) が光応答をシャープにするなど，

数理モデルを用いたシミュレーション解析が意味を

視細胞の光応答に各イオンチャネルが果たす役割を明

なすためには，モデルが実際のシステムの特性を確実

らかにした 17)．たとえば，フラッシュ光の刺激強度が

に反映したものであることが必要不可欠である．ま

大きくなると，桿体の膜電位応答は，応答初期の鋭い

た，シミュレーションの結果を常に実験にフィード

ピークとそれに続く平坦な応答を示す（図 2）．こう

バックし，数理モデルの妥当性の確認や数理モデルに

した応答が生じる仕組みは，桿体の負方向への電位変

よる予測の実証を進めていく必要もある．すなわち，

化（過分極）が大きくなると，時間的に少し遅れて Ih

数理モデルを通した解析を行うためには，数理モデル

が反応するため，膜電位変化の初期には影響しない

が細胞の生理メカニズムを十分に取り込み，実際の生

が，その後，徐々に膜電位を正方向に押し上げるため

きている細胞を実験対象としている研究者からも太鼓

であることがわかった 17)．2000 年代に入ってから，

判を押してもらえるようなモデルを作る必要がある．

桿体同士の結合タンパクに関する形態学的な解析が行
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ではないということである．すなわち，桿体のイオン
電流機構や結合に関する個別の知見に基づいて組み上
げていったところ，モデルを作る過程ではまったく考
慮していなかった現象が再現されたということであ
る．あくまで，光応答のシミュレーションはモデルの
評価テストという位置づけであり，光応答が忠実に再
現されていることは，モデルが実際の桿体ネットワー
クの本質的な特性を取り込んでいることを意味してい
る．したがって，このモデルを用いて解析した結果
は，ほとんど間違いなく実際の視細胞にも当てはまる
といえるわけである．そこで，桿体ネットワークの高
域通過フィルタが，桿体細胞膜の特性，桿体同士の

図2
桿体モデルによる光応答シミュレーション．強度が異なる 10 種
類のフラッシュ光に対する光感受性電流 (Photocurrent)，膜電位
(Photovoltage)，電位依存性イオン電流 (ICa, Ih, IKv, IL) および細胞内
カルシウムイオン濃度依存性イオン電流 (IK(Ca), ICl(Ca)) を重ね描きし
ている．光感受性電流は，刺激強度が増加すると，振幅，応答時
間幅が増加する．膜電位では，刺激強度が増加すると，鋭いピー
クが現れ，その後に平坦な応答が続く特徴がある．このシミュ
レーションを追試し，光応答の仕組みを理解するための Matlab モ
デル記述，実行スクリプトを Visiome Platform で公開している．

ギャップ結合特性など，何に起因するかを調べたとこ
ろ，単一の桿体自身が高域通過型の特性をもち，それ
らがカスケード接続されるため，光応答が周辺に伝播
するほど少しずつピーク時刻が早まることがわかっ
た．桿体自身に隣接する細胞から伝えられた信号波形
を微分するような特性があるためである．さらに，モ
デル内のイオンチャネルの変化速度を変化させる解析
を行った結果，単一桿体の高域通過型の特性は電位依
存性カルシウム電流 (ICa) と細胞内カルシウムイオン
濃度依存性カリウム電流 (IK(Ca)) により作り出される
ことが示唆された．生理実験ではチャネルの遮断は常
套手段であるが，チャネルの時間的特性を人為的に変
えることは難しい．これは数理モデルによりはじめて
可能になった解析であり，網膜生理の分野でその仕組
みが注目されてきた桿体ネットワークの特徴的な応答
の具体的なメカニズムが，多くの論文で得られた知見
を統合することで，30 年以上を経て，漸く明らかに
なった次第である．

4.

おわりに

これまで，思考基盤としての数理モデルの重要性と

図3
スリット光に対する桿体の光応答とピーク到達時刻の変化（シ
ミュレーション）
．
（電子ジャーナルではカラー）

網膜研究の具体例を述べたが，こうした研究に活用さ
れた数理モデルをはじめ，関連する実験データ，論文
情報などの資源がインターネット上の共有データベー

われるようになり，桿体は平均して 4 個の隣接する桿

スとして提供されることが研究の日常的なスタイルに

体とギャップ結合し，格子型のネットワークを形作っ

なってくれば，数理モデルという共通言語を使って，

18)

ていることもわかってきた ．

脳・神経系をシステムとして理解し語れるようになっ

筆者らはこれら桿体同士の結合に関する最新の知見

ていくと思われる．現在，国際ニューロインフォマ

に基づいて，桿体ネットワークの数理モデルを構築

ティクス統合機構 (INCF) の日本拠点として理化学研

し ，スリット光刺激に対するシミュレーションを

究所に神経情報基盤センターが整備され，視覚系に関

行ってみた．その結果，Detwiler らが報告した特性が

するデジタルアーカイブサイトである Visiome Platform

再現されることがわかった（図 3）
．ここで強調した

をはじめ各種プラットフォームの構築が進められてい

い点は，モデルは光応答を再現するように作ったもの

る 20)．本稿で紹介したシミュレーションに関する数理

19)
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モデルやその利用に関する文書のダウンロードなど，

8)

Gollish, T., Meister, M. (2010) Neuron 65, 150-164.

9)
10)

臼井支朗 (2010) 計測と制御 49, 513-518.
Johnston, D., Wu, S. (1995) Foundations of Cellular and Neuro-

2010 年には INCF の第 3 回目の国際会議が日本で開
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Detwiler, P. B. et al. (1978) Nature 274, 562-565.

催されるなど，ニューロインフォマティクスは着実に
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Detwiler, P. B. et al. (1980) J. Physiol. 300, 213-250.
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Hodgkin-Huxley が提案した非線形微分方程式
Nonlinear differential equations proposed by
Hodgkin-Huxley
細胞膜の電気的特性は，細胞膜の絶縁特性によっ
て生じる膜容量成分，膜を透過する各イオンの透
過率に相当するコンダクタンス (Gj(V,t)) とそのイ
オンの反転電位 (Ej) からなるパラレルコンダクタ
ンスモデル（並列等価回路モデル）として表現で
き，膜を流れる電流 (I) は次の数式で記述される．
I = C

dV
+
dt

N

å∑G (V ,t ) ×⋅ (V -− E
j

j

)

j =1

各イオンコンダクタンスは，細胞膜電位 (V) や時
間 (t) に依存して，複雑に変化する特性を有してい
る．膜電位固定法は，細胞膜の電位を人為的にさ
まざまな一定の値に固定し (dV/dt  0）
，その時に
流れる電流を測定するものである．薬物を使って
目的外のイオンチャネルを遮断（たとえば，フグ
毒 TTX は Na チャネルの遮断薬である）しておけ
ば，特定のイオン電流の特性を詳細に記録解析す
ることができる．
Hodgkin と Huxley は，ヤリイカの巨大軸索に膜電
位固定法を適用し，ナトリウムおよびカリウムコ
ンダクタンスの電位，時間依存特性を詳細に解析
すると共に，それらの特性を非線形微分方程式と
して記述し，活動電位の発生機構を明らかにした．
（114 ページ）
（神山）
※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

低域通過フィルタと高域通過フィルタ
low-pass filter and high-pass filter
信号に含まれる特定の周波数成分を通過させる装
置をフィルタという．フィルタは，通過する周波
数成分の違いにより，低い周波数成分を通過させ
る低域通過フィルタ (low-pass filter)，高い周波数
成 分 を 通 過 さ せ る 高 域 通 過 フ ィ ル タ (high-pass
filter)，低域と高域を減衰させてその間の成分を通
過 さ せ る 帯 域 通 過 フ ィ ル タ (band-pass filter) の
3 種に分類される．低域通過フィルタでは , 入力
信号に含まれるノイズなどの高周波成分は抑えら
れ，滑らかな出力が得られる．高域通過フィルタ
は入力を微分するような作用があり，本文中図 3
のような信号が入力された場合，ピーク時刻が早
まることになる．細胞膜は抵抗とコンデンサを並
列につないだ電気的等価回路として表現されるの
で，抵抗やコンデンサの値が一定であれば，低域
通過フィルタと見なすことができる．
こうしたフィルタの概念は，時間的信号のみなら
ず，空間的に変化する信号にも適用される．空間
的なフィルタの例として，網膜双極細胞や神経節
細胞の中心−周辺拮抗型受容野は，中心部の受容
野サイズに近い空間周波数帯域を最もよく通すの
で，帯域通過型となる．
（115 ページ）
（神山）
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解説

細胞質ダイニンの構造と機能のモジュール性
島 知弘
須藤和夫
昆 隆英

日本学術振興会 / 東京大学大学院理学系研究科
早稲田大学理工学術院
大阪大学蛋白質研究所

As molecular machines, motor proteins contain three functional modules; “ATP hydrolyzing”, “force generating” and
“track binding” modules. Among cytoskeletal motor proteins, dynein has a unique modular architecture with the distinctive evolutionary history. Here, we summarize recent progress in understanding how dynein coordinates these modules to generate its movements along a microtubule track.
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のようにきわめて異なる大きさと形をもつ細胞質ダイ

1.

はじめに

ニンとキネシンが，運動方向を別にすれば微小管上で

細胞質ダイニンは，ATP 加水分解で得られたエネル

よく似た運動をすることは，タンパク質の機能進化を

ギーを利用して微小管上を運動するモータータンパク

考えるうえで興味深い．

質であり，高等植物を除く真核細胞の細胞内物質輸

ミオシンやキネシンは立体構造，ATP 加水分解反応

送，オルガネラ配置，細胞分裂など多様な細胞機能を

の詳細，1 分子レベルでの力発生過程の詳細な解析が

駆 動 し て い る． そ の 構 造 は 巨 大 で， 質 量 が ほ ぼ

進んでいるのに対し，巨大タンパク質であるダイニン

550 kDa のダイニン重鎖 2 本に中間鎖 2 本，中間軽鎖

では構造や ATP 加水分解反応に不明な部分が多く，

2 本，3 種類の軽鎖それぞれが 2 本結合した複合体で

その作動機構研究は非常に遅れている．しかし近年，

ある （図 1）．モーター機能を担う重鎖は AAA タン

遺伝子組換え体発現系の確立および電子顕微鏡観察

パク質と総称される大きなファミリーに属しており，

や 1 分子測定技術の進展に伴って，ダイニンの構造と

1)

他の細胞骨格系モータータンパク質（ミオシン，キネ
シン）が G タンパク質と進化的・構造的共通性をも
つのと一線を画す．このようにダイニンは，サイズも
構造的にも細胞骨格系モータータンパク質として特異
な存在である（図 2b）にもかかわらず，機能面では
ミオシン・キネシンと類似する部分が多い．特に典型
的なキネシン（キネシン-1）とは共通点が多く，両者
とも微小管上を 8 nm の歩幅で長距離歩行し，数ピコ
ニュートンの力を出す 2)．力学的出力という面から見
たキネシン-1 と細胞質ダイニンの大きな違いは，前
者は微小管のプラス端に，後者はマイナス端に運動す
図1
細胞質ダイニン複合体の構造．長大なダイニン重鎖 2 本に複数の
ポリペプチド鎖が結合して細胞質ダイニン複合体を構成する．ダ
イニン重鎖は，モータードメインと尾部からなる．

るという点だけといってよい．さらに高等植物にはダ
イニンが存在せず，ある種のキネシンがその代りを務
めている 3) ことからも機能の類似性がうかがえる．こ
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ク

領 域 は， そ の 先 端 に 位 置 す る 微 小 管 結 合 部 位

（MTBD）とともに微小管結合モジュールとして機能
す る 7)-9)． ま た，AAA リ ン グ の N 端 側 に あ る
カー
体で

リン

は，AAA リングに覆いかぶさった細長い構造
6), 10)

，ダイニンの力発生モジュールに対応すると

考えられている 11), 12)．以下に，ダイニン・モーター
ドメイン内の個々のモジュールの構造と機能を見てみ
よう．

3.

各モジュールの構造と機能

3.1 AAA リング

ダイニン・モータードメインのコアである ATP 加
水分解モジュールを構成しているのは，上述のように
6 個の AAA ユニットからなる AAA リングである 6)．

図2
ダイニン・モータードメインの 1 次構造と立体構造．（a）ダイニ
ン重鎖 1 次構造の模式図．機能モジュールが 1 次構造上でも区分
されている．
（b）AAA リングとストーク・コイルドコイルの構造
予測に基づくモータードメインの立体構造．リンカーの構造は不
明なので，黒線で示す．比較のため，結晶構造に基づくミオシン
とキネシンのモータードメイン構造を同一のスケールで示す．

ATP 加水分解を阻害する変異導入実験などの結果か
ら，6 個 の AAA ユ ニ ッ ト の う ち，AAA1，AAA3，
AAA4 で ATP 加水分解反応が進行していることが示さ
れている 13)-16)．1 つのモータードメイン内に複数の
ATP 加水分解部位が存在することもダイニンの大きな
特徴であり，1 つのモータードメインにつき 1 ヵ所し

作動機構の一端が明らかになってきた．本稿ではそ

か ATP 加水分解部位をもたないキネシンやミオシン

れら最近の知見を，われわれの研究成果を中心に紹

と対照的である．そこで，ダイニンの作動機構を理解

介する．

するためには，これら 3 ヵ所における ATP 加水分解
サイクルがリンカーあるいはストークの機能にどのよ

2.

うにかかわっているのかを明らかにすることが重要で

細胞質ダイニンのモジュール構造

ある．この問題を議論する前に，リンカーあるいはス

ダイニン重鎖は約 5000 アミノ酸からなる 1 本の長

トークの構造と機能について見てみよう．

大なポリペプチド鎖で，このポリペプチド鎖上では各
機能を担当する領域（モジュール）がはっきり区分さ

3.2 リンカー

れている（図 2a）
．N 端側およそ 3 分の 1 の領域は，

力発生モジュールであるリンカーは，細長い構造体

軽鎖や積み荷などとの結合および重鎖の 2 量体化にか

であり，AAA リングに覆いかぶさっているため，電

かわる尾部という機能モジュールを構成する．重鎖か

子顕微鏡像でその位置をはっきり識別するのは難し

ら尾部を取り除いた 380 kDa フラグメントが，ダイニ

い．そこで，このモジュールの動態を明らかにするた

ンのモーター活性を担うモータードメインである 4)．

めに，リンカー N 端に GFP を融合し，これを電子顕

ダイニン・モータードメインの中心となる構造は 6 個

微鏡プローブとして，ヌクレオチド状態に依存したリ

の AAA ユニット (AAA1–AAA6) で，これらはリング

ンカー先端部の位置変化を調べた（図 3a）
．リンカー

構造（ AAA リング ）を形成し

，ATP 加水分解モ

の N 末端は，ADP 存在下，あるいはヌクレオチド非

ジュールとして機能する．ダイニン以外のほぼすべて

存在下（アポ状態）では AAA4 付近に位置したのに対

の AAA タンパク質は 1 本のポリペプチド鎖に 1 また

し，ATP 状態では AAA2 付近に位置した 6)．このリン

は 2 個の AAA ユニットを含み，複数のポリペプチド

カーの位置変化は，クラミドモナス鞭毛の軸糸内腕ダ

鎖が会合して AAA リングを形成する．したがって

イニンで最初に見出された構造変化 10) とよく一致し，

6 個の AAA ユニットが直列につながったダイニン重

リンカーが AAA リングに対してスイングすることで

鎖の構造は，AAA ファミリー内におけるダイニンの

ダイニンは力および変位を生み出しているというパ

際立った特徴である．

ワーストローク説の根拠となっている．

5), 6)

AAA4 と AAA5 の間から突き出した細長い

ストー

リンカーについての次の疑問は，このような構造変
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化が実際に溶液中で起こるのか，また，起こるとすれ
ば ATP 加水分解サイクルのどのタイミングなのかと
いうことである．これらを検討するために蛍光共鳴エ
ネルギー移動（FRET）法を利用した．具体的にはリ
ンカー N 末端に GFP を，リング内に BFP を融合させ
た組換えモータードメインを作成し，GFP-BFP 間の
FRET 効率変化によりリンカースイングを追跡した
（図 3b）11), 17)． そ の 結 果，ATP 加 水 分 解 サ イ ク ル の
ATP 結合時とリン酸放出時にリンカースイングが起こ
ることが明らかになった．おもに速度論的解析結果を
根拠として，リン酸放出時のスイングが力および変位
を発生するパワーストロークに相当し，ATP 結合時の
スイングが，次のパワーストロークに備えてリンカー
の位置を元に戻すリカバリーストロークに相当すると

図3
ATP 加水分解に伴うリンカースイング．
（a）ダイニン・モーター
ドメインの電子顕微鏡像．リンカー末端に電子顕微鏡プローブ
（GFP）を融合し，その位置変化から，ヌクレオチド条件に応じた
リンカースイングが確認できる．文献 6 から複製 ©2009 Elsevier
Inc.（b）GFP をリンカー末端に，BFP を AAA2 に挿入した FRET 検
出用コンストラクトの模式図．リンカースイングによって GFPBFP 間の距離が変化すると FRET 効率が変わるので，これを計測す
れば実時間で感度よくスイングを追跡できる．

考えられている 17)．
このようにリンカースイングが起きていることは
明らかになったが，実際にリンカーの動きが微小管上
でのダイニンの運動を駆動しているのかという点は不
明であった．そこで，微小管すべり運動活性測定を工
夫して，ダイニンの運動活性に対するリンカースイン
グの寄与を評価した 12)．通常通りリンカーの先端をガ
ラス表面に固定して行った測定（図 4a）では，微小
管 は 速 い す べ り 運 動 を 示 し た（〜 3 m/s）
． 一 方，
AAA リングでダイニンをガラス表面に固定すると，
きわめて速度の遅い微小管すべり運動しか観察されな
かった（〜 0.05 m/s）．後者の条件下では，ちょうど
腹を支柱で抑えて足を動かしても空振りになってしま
い体は動かないのと同じで，リンカースイングは微小

図4
リンカースイングと微小管すべり運動．おもにリンカーの動き
が，ダイニンの微小管に対する変位を生みだしているので，
（a）
リンカー先端部でガラスに固定されたモータードメインでは，リ
ンカースイングが AAA リングを矢印のように回転させ，ストー
ク先端の MTBD に結合した微小管のすべり運動を駆動する．
（b）
AAA リングでガラス表面に固定されたモータードメインでは，リ
ンカースイングが矢印のように空振りになってしまい，速い微小
管 す べ り 運 動 を 駆 動 で き な い． 文 献 12 か ら 改 変 ©2006 The
National Academy of Science of the USA.

管すべり運動には寄与しないことに注目いただきたい
（図 4b）．これらの結果は，速い微小管すべり運動に
はリンカーの寄与が必要であることを意味しており，
リンカーの動きが微小管上でのダイニンの運動を駆動
していることを示唆する．
3.3 ストーク

ストークは，AAA リングから突き出したもう 1 つ
の細長い構造体であり，その先端部に小さな球状の微

イニンでは，2 つの部位がコイルドコイルによって

小管結合部位 (MTBD)

〜 15 nm も隔てられている（図 2b）．

18)

を含む微小管結合モジュー

ルである 7)-9)．ストークの細長い構造は，10-15 nm に

このモジュール構造は，ダイニンの作動機構を理解

も及ぶ長い逆並行コイルドコイルでストーク・コイル

するうえで重要な問題を提起している．モータータン

ドコイルとよばれる．

パク質が運動能を発揮するためには，トラック結合部

ストークの構造は，他の細胞骨格系モーターとは

位と ATP 加水分解部位との間の緊密な情報伝達が必

まったく異なったダイニン分子デザインの特徴を示し

要である．トラック結合状態や ATP 加水分解部位の

ている．ミオシンやキネシンでは，アクチンフィラメ

ヌクレオチド状態という情報を互いにやりとりし，ト

ントや微小管という細胞骨格トラックへの結合部位が

ラック結合･解離サイクルと ATP 加水分解サイクルを

ATP 加水分解部位に近接して存在するのに対し，ダ

同期させることで，モーターが効率よく一方向に運動
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できるのである．しかしストークを構成するコイルド

加水分解サイクルが特定のステップで止まってしまう

コイルは，一般的に安定で構造変化しにくく，情報伝

わけではないという点である．むしろ，CC1 と CC2

達を仲介することに不向きな構造と考えられている．

はすべりあいながら，ATP 加水分解速度の「高い状

それでは，ダイニン分子内では，どのような分子機構

態」と「低い状態」
，あるいは微小管結合の「強い状

でこの双方向情報伝達が行われているのだろうか？

態」と「弱い状態」という複数のアロステリック状態

常識 に反し

から特定の状態を選択するスイッチとして機能してい

て，ストーク・コイルドコイルを構成している 2 本の

るといえる．このことは，ストーク・コイルドコイル

 へリックス（ここでは CC1，CC2 とよぶ）が互い

の構造ゆらぎによって，ATP 加水分解部位と MTBD

にすべりあって情報伝達を行うというのが，最も有力

との間の情報伝達が仲介されうるということを示して

な モ デ ル で あ る 19)（図 5）
．AAA リ ン グ あ る い は

いる．

コイルドコイル構造は安定だという

MTBD の構造変化に呼応して，CC1 と CC2 の相対位
置がコイルドコイル全長にわたってずれるとすれば，

4.

ストーク基部から先端にある MTBD まで（あるいは

複数の ATP 加水分解サイクルの機能

前述したようにダイニン・モータードメインでは

逆に MTBD からストーク基部に）情報が伝わること

AAA1，AAA3，AAA4 の 3 ヵ所で ATP 加水分解サイク

が可能になる．
このモデルを検証するために，CC1 と CC2 の相対

ルが進行している 13)-16)．それでは，各部位での加水

位置をジスルフィド結合で固定したモータードメイン

分解サイクルはどのようにリンカーやストーク・コイ

を遺伝子工学的に作成したところ，CC1 と CC2 の相

ル ド コ イ ル の 動 き に 関 与 し て い る の だ ろ う か． 各

対位置の違いによって微小管結合活性や ATP 加水分

AAA ユニットへの ATP 結合を阻害する変異（Walker

解活性が大きく変化することが明らかとなった ．こ

A 変異）もしくは ATP 加水分解を阻害する変異（Walker

こで重要なことは，CC1 と CC2 の相対位置を固定し

B 変異）を導入した変異体の解析から，こうしたこと

ても，モータードメイン全体の構造が固定されて ATP

を明らかにできる．

20)

AAA1 への ATP 結合を阻害すると，AAA3 あるいは
AAA4 に ATP が結合してもリンカースイングは起こら
ず，モータードメインが ATP 依存的に微小管から解
離することもない．これに対して，AAA3 あるいは
AAA4 への ATP 結合を阻害しても，AAA1 に ATP が結
合できる限り，リンカースイングは起こり，モーター
ドメインは ATP 依存的に微小管から解離する 11), 21)．
こうした結果から，AAA1 での ATP 加水分解サイクル
が，リンカースイングおよび微小管との結合解離を駆
動しているといってよい．
しかし，AAA3 もしくは AAA4 での ATP 加水分解サ
イクルがリンカースイングや微小管との結合解離に無
関係だということではない．むしろ AAA3 あるいは
AAA4 の ATP 加水分解サイクルは，AAA1 のサイクル
と強く共役しており，この共役を通して AAA1 での加
水分解ステップの進行を制御している．たとえば，

図5
ストーク・コイルドコイルの構造ゆらぎと情報伝達．
（a）ストー
ク・コイルドコイルの 2 本の  へリックス（CC1 と CC2）の相対
位置を示した模式図．CC1 と CC2 は互いにすべり合って ，，
 という相対位置を取りうる．PDB データの 2BOT をもとに描画
し，L3339 と I3513 の み ボ ー ル モ デ ル で 表 示 し た．
（b）CC1 と
CC2 の相対位置を ，， に固定した際の，微小管へのダイニ
ン・モータードメインの結合定数．＊は 0.1 以下であることを示
す．
（c）
（b）と同様に固定したモータードメインの ATP 加水分解
速度．ストーク・コイルドコイル内の CC1 と CC2 のわずかな滑
りがスイッチとなって，モータードメインの微小管への結合能と
ATP 加水分解速度が，大きく変化することがわかる．

AAA3 での ATP 加水分解サイクルを Walker B 変異に
よって ATP 結合状態で止めると，AAA1 での ATP 加
水分解サイクルも影響を受け，ADP 結合状態でサイ
クルが止まる．つまりモータードメインの複数の ATP
加水分解サイクルは独立に回っているのではなく，
AAA1 を中心とした共役ネットワークとしてダイニン
の運動能に寄与している．
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図6
ダイニンのパワーストロークサイクル．AAA1 における ATP 加水分解反応ステップとリンカースイングおよび微小管結合・解離状態の相関．
ATP 結合と Pi 放出ステップで，リンカースイングに伴い AAA リングが矢印方向に回転する．スイングの前後で，微小管の解離と再結合が
起こる．

5.

時あるいはその直後に再結合するという特徴をもって

AAA1 の ATP 加水分解反応サイクルと

おり，アクチンフィラメント上を運動するミオシンの

パワーストローク

ダイニン・モータードメインでは，AAA1 で進行す

ものと非常によく似ている．一方，同じ微小管モー

る ATP 加水分解反応の特定のステップで，リンカー

ターであるキネシンは，ダイニンやミオシンとは異な

スイングあるいは微小管との結合・解離が起こる．こ

り，ATP 加水分解後に微小管から解離し，ADP 放出

うした状態変化を指標として，他の部位での ATP 加

時に再結合するという反応キネティクスを示す 22)．

水分解反応と無関係に AAA1 で進行する ATP 加水分
解ステップを追うことができる．こうして得られた情

6.

報をもとに，AAA1 での ATP 加水分解反応ステップと

おわりに

リンカースイング，そして微小管との結合・解離とが

AAA ファミリーに属するダイニンでは，モーター

次のように共役していることが明らかとなった
（図 6）．なお，ここで述べるステップ（1）–（6）は図 6

機能を発現するのに必要な個々のモジュールの構造と
そのモーター分子への組織化が，ミオシンやキネシン

のステップと対応している．

とはまったく異なる．こうした構造的な差異は ATP

（1）AAA1 に ATP が結合すると，モータードメイン

加水分解反応にも反映されており，ダイニン・モー

は素早く微小管から解離する．つまり，モータードメ

タードメインでは複数の ATP 加水分解反応が強く共

インは微小管との結合が弱い状態（弱い結合状態）に

役しながら進行している．このような構造および分子

入る．（2）それに続いて，リンカースイングが起こ

機構の大きな差異にもかかわらず，前述のように細胞

り，リンカー末端の位置が AAA4 付近から AAA2 付近

質ダイニンの微小管上での運動特性は，方向性を除け

に移動する．これはリンカーの位置をパワーストロー

ばキネシンによく似ている．トラックとなる微小管の

ク前に戻すリカバリーストロークに対応する．微小管

構造に規定されて，モーターの特性が収斂的に進化し

から解離した後でリカバリーストロークが起こること

てきたためだろう．一方，AAA ファミリータンパク

で，リカバリーストロークによってダイニンが微小管

質という面から見ると，ダイニンは他のファミリーメ

を逆方向にすべらせることがないよう保証される．

ンバーとは異なる構造的特徴をとるような発散的な進

（3）ATP が加水分解され，
（4）その後，リン酸が放出

化をとげている．今後のダイニンの作動機構研究に

される．
（5）リン酸放出と同時，あるいはその直後

よって，ミオシンやキネシンとは異なる新たなモー

に，モータードメインは微小管と強く結合し，リン

ター像とともに，AAA ファミリーの多様性に対する

カーが再びスイングしてリンカー先端が AAA2 付近か

新たな視点も見えてくることが期待される．

ら AAA4 付近へと移動する．これがパワーストローク
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書
評

生命とは何か―物理的にみた生細胞
E. シュレーディンガー［著］，岡 小天，鎮目恭夫［翻訳］
岩波書店，2008 年，文庫判，216 ページ，630 円（税込）
．
生命は原子ひいては素粒子より構成されており，
それらの粒子や波動に関する物理法則の理解は生物
の理解へと直結している．シュレディンガーは生物
学者ではなく，量子力学に多大な貢献をした理論物
理学者であるが，彼は，この本に記された考察を通
して，生命科学分野へも重要な貢献をした．この本
を読んだワトソンやクリックをはじめとして多くの
生化学者・分子生物学者が強くインスピレーション
を受けたことは有名である．この本を読んで想起し
たことをつれづれなるままに綴る．生物の諸現象は
物理法則の帰結である．たとえば「シュレディン
ガーの猫」の考察は，量子論の分野だけでなく，生
命においても，かなり本質的な問題を提起している
ように見える．生命とは散逸的な不連続な量子とし
て考えるとよいのかもしれない．生命の中の量子論
的な状態を探るような研究が将来的にもっと出てく
ることが期待される．生体分子であるタンパク質の
中でループなど単独ではゆらいでいる領域は，他の
領域や分子と相互作用すると固定される．低分子の
化合物も，普段ゆらいでいるが，何かと相互作用す
ると固定されるものがある．ゆらいだ状態から固定
される状態変化を量子力学の量子に例える．［量子：
普段波だが，ある粒子を当てると，粒子の性質をも
ち得る．生物分子：普段ゆらいでいるが，相互作用
すると，固定した形の性質をもち得る．
］そういっ

た対応を量子として捉えるのはどうだろうか？ さ
らにいえば，微細な領域をおもに扱う量子論・素粒
子論だけでなく，逆に広大な宇宙を扱う天文学やそ
れを扱う物理学・数学が生物学などと共に専門領域
を超えたコラボレーションみたいなものが今後必要
となってくるのではないか．宇宙論を含めた物理
学，また生物学においても，
「本当に重要な何か」
がまだ明らかにされておらず，関連づけたところに
重大な発見があるのではないだろうか．シュレディ
ンガーが生命論を展開したように，素粒子論・天文
学などと生物学の融合，もしくは境界領域の研究は
今後さらに重要になってくると私は予想する．たと
えば生体分子の宇宙での創生，現在宇宙論でさかん
に議論されている余剰次元における生物学というべ
きものが必要になると考える．生物の定義は自己複
製にあるのならば，宇宙誕生のときより，その芽は
埋め込まれていた，偶然ではなく最初から必然で
あったのではないだろうか．宇宙が生まれて，複雑
さが生まれ，それがフラクタルに進行して，銀河
系・太陽系・地球，生命そして人間が生まれた．人
間の有する複雑性は思考を生み，科学を発達させた
が，森羅万象のどのレベルの謎を解くまでに達して
いるのだろうか？
（徳島文理大学・薬学部・葛原 隆）
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総説

エピジェネティクス制御におけるメチル化DNAの認識
有吉眞理子 京都大学物質―細胞統合システム拠点
白川昌宏 京都大学工学研究科

DNA methylation is a heritable epigenetic mark that enables the tissue-specific gene expression accompanied by modulation of chromatin structure. Interpretation and maintenance of DNA methylation pattern on genome are crucial for a wide range of biological processes such as genomic imprinting, embryogenesis and carcinogenesis. Recent crystallographic studies of methylated DNA binding
proteins have provided a new insight into the molecular mechanisms underlying epigenetic regulation. This review focuses on a structure
basis for strict recognition of the methylation status of the CpG site by DNA binding domains in MBD family proteins and UHRF1.
DNA methylation / epigenetics / MBD protein family / UHRF1 / crystal structure

1.

状態の継承についてはいまだ不明であるが，分化の過

はじめに

程でいったん形成された DNA のメチル化パターンは，

ヒトを含む多細胞生物の個体を形成するすべての細

DNA 複製時にも忠実に継承されることがわかってい

胞は，1 つの受精卵に端を発し，同一の遺伝情報すな

る（図 1）．一方，未分化な細胞状態である ES 細胞や

わちゲノム配列を有している．しかしながら，それぞ

iPS 細胞では，分化した細胞とは異なる特有のメチル

れの細胞は，細胞種ごとに固有の形状，機能，代謝様

化パターンをもつことが最近の研究から明らかになっ

式をもつ．すなわち，発生・分化の過程において，ど

ている 4), 5)．これらのことから，DNA メチル化はより

のように細胞機能，細胞運命が決定されているのか，

直接的な細胞分化の決定因子であるといえる．本稿で

ゲノム配列のみで説明することはできない．このよう

は， メ チ ル 化 DNA 結 合 タ ン パ ク 質 で あ る MBD

なゲノム配列によらない遺伝情報制御は， エピジェ

(methyl-CpG binding domain) ファミリータンパク質と

ネティクス（後生遺伝） とよばれ，その重要な鍵を

UHRF1(Ubiquitin-like, containing PHD and RING finger

握るのが，ゲノム上のマーカー，すなわち，遺伝子発

protein 1) タンパク質の結晶構造からわかってきた

現調節におけるタグの役割を果たすヒストンタンパク

DNA メチル化パターンの読み取りと継承の分子機構

質の翻訳後修飾および DNA のメチル化である

に関する構造知見を概説する．

1), 2)

．

これらエピジェネティクマーカーを目印にさまざまな
タンパク質複合体が会合し，クロマチン構造を変換

2. MBD ドメインによる両鎖メチル化 DNA の認識

し，遺伝子発現が制御されている．
ヒストンの翻訳後修飾は，セリンのリン酸化，リジ

CpG 配列中のシトシンの 5 位のメチル化は，DNA

ンのアセチル化，リジンおよびアルギニンのメチル化

2 重鎖の両方の鎖で対称的に起こる 6)．DNA メチル化

など，複数の修飾の種類があり，さまざまな組み合わ

部位は，メチル化 DNA 結合タンパク質によって認識

せで機能し，転写を活性化する場合もあれば，抑制を

され，そこにクロマチン構造変換因子や転写抑制因子

ひき起こす場合もある ．対照的に，メチル化は唯一

がリクルートされ，その近傍の遺伝子発現が不活性化

DNA 上のマーカーとして機能する化学修飾であり，

される 7)（図 1）．MBD タンパク質ファミリーに共通

哺乳動物における DNA のメチル化は，シトシン塩基

して存在する MBD ドメインは，この対称的なメチル

の次にグアニン塩基が続く CpG 配列中のシトシン塩

化 CpG 部位を認識し，エピジェネティック制御で重

基でのみ起こる．細胞分裂時におけるヒストンの修飾

要な役割を果たす構造モチーフである．これまでの立

3)

Structural Basis for Recognition of Methylated DNA in Epigenetic Regulation
Mariko ARIYOSHI1 and Masahiro SHIRAKAWA2
1
Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University
2
Graduate School of Engineering, Kyoto University
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図2
MeCP2 の MBD による両鎖メチル化 CpG 部位の認識 9)．
（a）メチ
ル化 DNA と MBD の複合体の結晶構造（PDB entry: 3C2I）．
（b）水
分子（W）を介した CH…O 水素結合による 5-mC の認識．
図1
DNA メチル化パターンの形成と維持．

は，進化的に保存されている SRA (SET and Ring finger
Associated) ドメインを介して，片鎖メチル化 CpG 配

体構造研究から，MBD ドメインの構造自体には対称

列に特異的に結合し，DNMT1 を DNA 上によび込ん

性がないにもかかわらず，2 つのアルギニン側鎖を合

でくることによって，新生鎖へメチル化パターンを忠

理的に配置することによって，メチル化 CpG 配列中

実に写し取ることを可能にする．

のグアニン骨格と 5-メチルシトシン (5-mC) の 5 位の
メチル基が特異的に認識されることがわかっている

わ れ わ れ は，UHRF1 SRA ド メ イ ン の 結 晶 構 造 を

8)

DNA 非結合状態と片鎖メチル化 DNA 結合状態で決

（図 2a）．さらに，最近報告された MeCP2 タンパク質

定し，その分子認識機構を明らかにした 13)．SRA ドメ

の MBD ドメインとメチル化 DNA の複合体の結晶構

インの中央には塩基性を帯びた浅い溝が見られ，この

造では，複数の水分子が 5-mC の 5 位のメチル基と

溝 に 沿 っ て DNA 2 重 鎖 が 結 合 す る．DNA 2 重 鎖 は

CH…O 結 合 を 形 成 し う る 位 置 に 同 定 さ れ て い る

9)

SRA ドメインのアミノ末端領域 (N-tail) とループ領域

（図 2b）．メチル化 DNA 2 重鎖単独の結晶構造におい

(finger-loop) によって，両側からしっかりとらえられ

ても，5-mC の 5 位のメチル基と水分子の間の CH…O

ている（図 3a）．

結合形成が報告されており ，MBD が 5 位のメチル

片鎖メチル化 CpG の特異的な認識には，3 つの構

基近傍の結合水の構造も含めてメチル化 CpG 配列を

造要因が重要な役割を果たす．第一に，最も注目すべ

認識している可能性が示唆される．

き は，5-mC が 2 重 鎖 の 外 に フ リ ッ プ ア ウ ト し て，

10)

DNA 結合面の疎水性ポケットによって認識されてい

3.

ることである．5-mC の 5 位のメチル基は，ポケット

UHRF1 の SRA ドメインによる
片鎖メチル化 DNA の認識

の側面にあるアミノ酸残基と多数の水素結合，疎水結
合を形成し，ポケット内で強固に認識，固定されてい

DNA 複製直後，鋳型となった鎖はメチル化されて

る（図 3a）
．さらに，Asp474 がシトシンのピリミジ

いるが新生鎖はメチル化を受けていないため，非対称

ン環の特徴を認識し，同じく 5 位の位置にメチル基を

な片鎖メチル化状態となっている．そのため，細胞に

もつチミンと区別している．直径 6 〜 8 Å という疎水

は，鋳型鎖のメチル化状態を新生鎖 DNA に忠実に写

ポケットのサイズからグアニン，アデノシンのプリン

し取る維持型 DNA メチル化の分子機構が存在する

環は排除されることは明らかである．第二に，5-mC

（図 1）．維持型 DNA メチル化の研究は，維持型メチ

のフリップアウトに伴って塩基対の相手を失う

みな

ル化酵素である DNMT1 (DNA methyltransferase 1) の

しご

機能研究を中心に進んできたが 6)，最初のステップで

5-mC のフリップアウトにより生じた空間には，finger-

ある片鎖メチル化部位がどのように認識されているの

loop 上にある Arg496 が入り込み，そのグアジニジノ

か，長い間この研究領域における未解決の問題であっ

基およびアミノ基を介して

た．しかし，片鎖メチル化状態のクロマチン領域に

と塩基対様の相互作用を形成している．また，Arg496

DNMT1 とともに局在する因子として，複数の機能ド

のアルキル鎖の部分が，5-mC のピリミジン環の代わ

メインをもつ UHRF1 が同定され，DNA の維持メチル

りに前後の塩基とスタッキング相互作用を形成し，ら

化機構の全体像が明らかになってきた 11), 12)．UHRF1

せん構造を安定化している．その結果，複合体中の


グアニン塩基の認識と安定化である（図 3b）．

みなしご

グアニン塩基
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のメチル化部位を効率よく認識することが可能である
と考えられる．実際，MBD1 の MBD とモノヌクレオ
ソームの複合体のモデルを無理なく構築することがで
き る 8)． ま た，MeCP1 と MBD4 の MBD が ヌ ク レ オ
ソーム上のメチル化部位に効率よく結合することが生
化学的な実験からも示されている 14), 15)．これらの実
験事実は，ゲノム上のメチル化 CpG 配列を見つけ出
し，多岐にわたるタンパク質複合体をリクルートする
MBD タンパク質の役割とも一致する．
MBD ドメインが 2 重鎖の中の 5-mC を認識してい
ることとは対照的に，UHRF1 SRA ドメインによる片
鎖メチル化 CpG 配列の認識は，塩基フリップアウト
機構により実現されている．DNA 修復酵素など，塩
図3
UHRF1 の SRA ドメインによる片鎖メチル化 CpG 部位の認識．
（a）
SRA ドメインの疎水ポケットによるフリップアウトした 5-mC の
認識．
（b）Arg496 による みなしご グアニン塩基の認識．（c）
隣接する非メチル化 CG 塩基対の認識．片鎖メチル化 CpG 配列中
の非メチル化シトシンがメチル化されると SRA ドメインと DNA
の相互作用が不安定化される．

基フリップアウトを利用して基質認識を行っている例
が多数報告されているが 16)-18)，酵素活性をもたない
DNA 結合タンパク質では異例である．MBD タンパク
質は，対称的な 2 つの 5-mC を見つけ出せばよいが，
UHRF1 は，片鎖メチル化 CpG という非対称でより微
細な構造要因を識別しなければいけない．そこで，塩

DNA 構造には，5-mC のフリップアウト以外，典型的

基フリップアウト機構を利用して，5-mC 塩基とタン

な B 型らせん構造からの大きな逸脱はない．第三に，

パク質間に大きな接触面積を獲得することで，細胞分

DNMT1 による新生鎖 DNA メチル化のターゲットと

化・細胞機能の鍵を握るメチル化パターンの読み取り

なるシトシンのメチル化状態の識別である．すなわ

を確実にしているのではないだろうか．実際，認識す

ち，UHRF1 は，メチル化 CG 塩基対の隣の GC 塩基

る塩基が 1 つであるにもかかわらず，5-mC と SRA ド

対のシトシンのメチル化状態を認識する必要がある．

メインの相互作用面積 (250 Å2) は，MBD ドメインと

この非メチル化状態のシトシンは，finger-loop と N-tail

2 つの 5-mC の相互作用面積の合計 (85  112 Å2) より

上の複数のアミノ酸側鎖によって認識されている

も大きい．このような分子認識の特徴からも片鎖メチ

（図 3c）
．図 3c に示すように，このシトシン塩基の

ル化認識の重要性，すなわち，忠実な DNA メチル化

5 位にメチル基が付加されたと仮定すると，メチル基

パターンの継承がエピジェネティクス制御の生命線で

が finger-loop に あ る Asn494 の 側 鎖 と 衝 突 を 起 こ し，

あることを物語っている．また，UHRF1 の SRA ドメ

周りのタンパク質― DNA 間の相互作用ネットワーク

インは主溝および副溝の両側から片鎖メチル化 DNA

を壊してしまうと考えられる．このように UHRF1 は

をしっかり捕まえている．このようすから，UHRF1

両鎖メチル化 CpG 配列には結合できないことが立体

の SRA ドメインがヌクレオソーム上の片鎖 CpG 部位

構造から理解できる．

に結合するときには，なんらかのクロマチンの構造変
化 を 伴 う と 推 測 さ れ る． こ の こ と は，DNMT1 や

4.

DNA 複製因子である PCNA と会合し 11), 19)，DNA 複

DNA メチル化パターンの読み取りと継承

製と連携して DNA 維持メチル化を行う UHRF1 の機

このように，現在までに両鎖メチル化 CpG を認識

能と矛盾しない．UHRF1 の SRA ドメインの結晶構造

する MBD と片鎖メチル化 CpG を認識する SRA ドメ

は， ダ イ ナ ミ ッ ク な ク ロ マ チ ン の 構 造 変 化 を 伴 う

イン，それぞれの分子認識機構に関する立体構造知見

DNA 複製時の厳密な片鎖メチル化 CpG 部位の認識の

が得られている．同じくメチル化 DNA を認識するド

スナップショットであるといえる．われわれは，SRA

メインでも両者の結合様式には異なる特徴が見られ

ドメインの結晶構造に基づき，UHRF1 から DNMT1

る．まず，MBD ドメインのメチル化 DNA 認識にお

へ DNA が受け渡され，メチル化パターンのコピーが

いて，そのタンパク質― DNA 相互作用は，メチル化

完了するというモデルを提唱している 13)．今後，両タ

部位をもつ主溝側にのみ限定されており，クロマチン

ンパク質の相互作用部位の同定，構造機能解析による

構造に影響を受けるもしくは与えることなく，DNA

モデルの検証が必要である．
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5)

Meissner, A. et al. (2008) Nature 454, 766-770.

6)

Goll, M., Bestor, T. (2005) Annu. Rev. Biochem. 74, 481-514.

7)

Klose, R. J., Bird, A. P. (2006) Trends Biochem. Sci. 31, 89-97.

8)

Ohki, I. et al. (2001) Cell 105, 487-497.

9)

Ho, K. L. et al. (2008) Mol. Cell 29, 525-531.

ている．これまでに，さまざまなヒストン結合ドメイ

10)

Mayer-Jung, C. et al. (1998) EMBO J. 17, 2709-2718.

ンと同様，個々のメチル化 DNA 結合ドメインの構造

11)

Bostick, M. et al. (2007) Scienece 317, 1760-1764.

12)

Sharif, J. et al. (2007) Nature 450, 908-912.

13)

Arita, K. et al. (2008) Nature 455, 818-821.

14)

Chandler, S. P. et al. (1999) Biochemistry 38, 7008-7018.

15)

Ishibashi, T. et al. (2008) J. Moll. Cell 15, 4734-4744.

16)

O’Gara, M. et al. (1996) J. Mol. Biol. 263, 597-606.

17)

Suck, D. (1994) Curr. Biol. 4, 252-255.

18)

Tubbs, J. L. et al. (2007) DNA Repair 6, 1100-1115.

19)

Achour, M. et al. (2007) Oncogene 27, 2187-2197.

解析が行われ，その分子認識機構が明らかになりつつ
ある．しかし，ヒストンの翻訳後修飾と DNA メチル
化の機能連携などさらに高次のエピジェネティク制御
に関する知見はいまだ少ない．たとえば，UHRF1 に
は SRA ドメイン以外にヒストン結合ドメインやユビ
キチンリガーゼドメインが存在するが，これらのドメ
インがいかに連携して機能しているのか，もしくは，
DNMT1 や複製因子とどのように協調してメチル化の
維持を行っているのか，今後，そのような視点からの
構造機能解析が必要となるであろう．そのためには，
それぞれの機能ドメインの立体構造情報に加え，電子
顕微鏡や X 線溶液散乱解析などを利用して，タンパ
ク質―核酸複合体の全体像，動的挙動，ヌクレオソー

有吉眞理子

ム構造を視野に入れた多角的な構造情報を集積してい
くことが重要になると考えられる．
文
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書
評

融合発展する構造生物学とケミカルバイオロジーの最前線
長野哲雄，若槻壮市，高木淳一，古谷利夫［編］
共立出版，2010 年，A4 変型判，288 ページ，4,830 円（税込）．
本書は 2007 年 7 月にスタートした「ターゲット
タンパク研究プログラム」において，プログラム内
での進展・成果を基盤に企画・立案されたものであ
る．具体的には，膜タンパク質をはじめとした高難
度タンパク質の生産・解析・制御技術の確立と，そ
の技術に裏付けされた生理活性化合物の設計・創成
について，約 50 項目の大部分が 10 ページ以内のコ
ンパクトな内容で書かれている．プロジェクト研究
に関連した書籍の場合，単に著者たちの研究紹介の
場になってしまう恐れもあるが，本書の場合，融合
研究および創薬への展開をすべての著者が意識し，
それを共有していると感じる．そのため，統一感が
あり，難しいことに真正面から向き合う強い覚悟を
感じる迫力ある書籍になっている．基礎研究におい

ても，税金を使用している 強い意識と覚悟 を求
められる昨今において，また，まさに融合を是とす
る生物物理学会の関係者において，必ず目を通した
いと思える出来になっている．ただし，解説書では
ないため，専門知識なしに読むには難しい内容であ
る．図はカラーではないが，要点を押さえたものが
多用されており，図とレジェンドを追いかけるだけ
でも，最先端に触れることができる．タイトル通
り，構造生物学やケミカルバイオロジー，さらには
分野間の融合に興味がある人にとって，最前線に触
れその根底にある未来の問題意識を考える上で最適
な書籍になっていると強く感じる．
（名大・院理・生命理学 須藤雄気）
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無細胞タンパク質合成による膜タンパク質の生産
下野和実1,2，
白水美香子2，
横山茂之2,3
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えに試料は凝集体として得られる．したがって，翻訳

はじめに

産物の凝集体形成を抑制することが，膜タンパク質を

膜タンパク質は，生体膜を隔てたエネルギー変換，

大量機能合成するためには必要である．その対応策と

物質輸送，情報伝達といった生命にとってきわめて重

しては，翻訳産物の可溶性増大または疎水性場の提供

要な機能を担っている．それらの重要性にもかかわら

の 2 つの方法に大別される（図 1）
．

ず，膜タンパク質についての理解は，可溶性タンパク

翻訳産物の可溶性を増大させる系には，穏和な界面

質と比較して遅れているのが現状である．この理由の

活性剤（Brij35, ドデシルマルトシドなど）を添加し，

1 つとして，大量試料調製が容易ではないことがあげ

膜タンパク質を可溶化する系 3), 4) と膜タンパク質に大

られる．膜タンパク質の大量発現系には大腸菌や酵

きな水溶性タンパク質のタグを付加し水溶性を増大さ

母，昆虫細胞，動物細胞などの生細胞を用いた系が一般

せた系 5) がある．

的である．しかし，生物種の異なる膜タンパク質を生体

疎水性場の提供としては，生体膜を共存させる系が

膜に大量に機能的に発現させることは，膜組成の違い

報告されていたが，最近，合成脂質 2 分子膜中に膜タ

や膜移行過程の違いなどから困難である場合が多い．

ンパク質を合成する技術が相次いで報告された．これ

このような生細胞を用いた発現系の問題点を克服で

ら の 方 法 は， 脂 質 リ ポ ソ ー ム を 反 応 液 に 添 加 す る

きる手法として，無細胞タンパク質合成系が開発され

系 6)，脂質 2 分子膜を固定化した系 7)，足場タンパク

ている ．無細胞タンパク質合成系は，生命体の細胞

質により脂質 2 分子膜の大きさを制御したナノ粒子上

機能維持性などの束縛条件が少なく合成系を構築でき

に合成する系 8) であり，膜タンパク質の脂質膜移行性

るため，生細胞発現系に比べ系の改変が容易などの利

を利用している．合成脂質膜中に膜タンパク質を合成

点をもつ．本稿では，無細胞タンパク質合成系を利用

する系では，個々の膜タンパク質に適した脂質組成を

した膜タンパク質の生産方法について概説し，最近，

選択できることや，目的タンパク質以外の膜タンパク

われわれが開発した翻訳共役型リポソーム再構成法に

質がリポソーム上に存在しないことから，リポソーム

よる膜タンパク質の大量機能合成法 を紹介する．

を分離するのみで，高純度の試料を得ることができる

1)

2)

2.

といった構造・機能研究には大きな利点がある．最

膜タンパク質の無細胞タンパク質合成

近，われわれは，従来の方法と異なり界面活性剤と脂

無細胞タンパク質合成は，反応液に転写・翻訳シス

質を反応液中に共存させて，脂質 2 分子膜形成と膜タ

テムを含む細胞抽出液や鋳型 DNA，エネルギー源，
適切な濃度の Mg イオンなどを含み，生命体に依存せ
ずにタンパク質を合成できる．細胞抽出液としては，
大腸菌，コムギ胚芽，ウサギ網状赤血球，ヒト細胞な
どの抽出液が用いられ，用途に応じて選択することが
可能となっている．
しかし，一般的に，可溶性タンパク質と同じ手法を

図1
膜タンパク質凝集体形成の回避法．（電子ジャーナルではカラー）

膜タンパク質にそのまま適用すると，疎水性の高さゆ

Production of Membrane Proteins Using Cell-free Protein Synthesis
Kazumi SHIMONO1,2, Mikako SHIROUZU2 and Shigeyuki YOKOYAMA2,3
1
College of Pharmaceutical Sciences, Matsuyama University
2
RIKEN Systems and Structural Biology Center
3
Graduate School of Science, the University of Tokyo
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ンパク質合成を同時に行うことで，膜タンパク質を効

BR は，反応液 1 mL 当たり 0.5 mg であり，従来法に

率よく機能合成できる技術（翻訳共役型リポソーム再

比べ 5-25 倍の収量であった 2), 6), 8)．また，構成脂質とし

構成法）を開発した．

て DMPC（ジミリストイルホスファチジルコリン）や

3.

アゾレクチン，界面活性剤としてジギトニンを用いた

翻訳共役型リポソーム再構成法 2), 9), 10)

場合でも同程度の収量で BR を合成することができた．

翻訳共役型リポソーム再構成法は，界面活性剤と脂

われわれは，ヒト由来膜タンパク質（受容体など）

質を反応液（透析内液）に添加し，透析法によりタン

を含む膜タンパク質に対しても本技術を適用した．標

パク質合成と脂質 2 分子膜形成を同時に行う方法であ

準条件（コール酸，卵黄フォスファチジルコリン共

る．透析初期には界面活性剤により凝集体形成を抑制

存）で 30 種類解析した時点では，8 割にあたる 24 種

できる．透析が進むと界面活性剤が透析外液に移行

類の膜タンパク質が脂質 2 分子膜に挿入された状態で

し，透析内液中での界面活性剤濃度が減り，脂質 2 分

合成できることを確認した 10)．さらに数種の膜タンパ

子膜が形成され，脂質ディスク同士が融合し大きなサ

ク質については，構成脂質や界面活性剤の種類または

イズの脂質 2 分子膜となる．このときに合成された膜

量を変更し，天然と同様の多量体状態や機能を保持し

タンパク質は脂質 2 分子膜中に挿入される（図 2）
．

ていることも確認している．

すなわち，翻訳と共役してリポソームに膜タンパク質

おわりに

4.

を再構成する方法である．本系に有効に作用する界面
活性剤は，ステロイド由来の界面活性剤（コール酸，

膜タンパク質は，すべて疎水性の高い部位をもつた

ジギトニン，CHAPS）である ．ステロイド由来界面

め，透析が進むにつれてタンパク質の置かれている疎水

活性剤は，分子サイズが大きく流動性が低い界面活性

環境がなだらかに変化する本法は，広く膜タンパク質に

剤である．これらは，多くの膜タンパク質に対して穏

適用できる可能性をもっている．さらに高純度の機能を

和であり，天然の構造を保ったまま可溶化できること

保持した膜タンパク質を簡便にかつ大量に得ることが

が知られている．したがって，本系の場合，界面活性

できるため，膜タンパク質研究のための有用な試料調

剤は，合成膜タンパク質に対し弱く相互作用して凝集

製法となる可能性がある．これまで大量の試料を必要

体形成を抑制させる働きがあると考えられる．以下に

とするために実現が不可能であった結晶構造解析や物

実際の合成例を示す．

理化学測定などが可能になり，膜タンパク質の構造・

2)

7 回膜貫通型  ヘリカルな膜タンパク質である光駆

機能についてより理解が深まることが期待できる．

動型プロトンポンプ，バクテリオロドプシン (BR) の
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9)

下野和実ら (2010) 実験医学 28, 1775-1780.
下野和実ら (2010) BIO INDUSTRY 27, 55-63.

10)

下野和実

図2
翻訳共役型リポソーム再構成法による膜タンパク質の無細胞合成
法の概略図．
（電子ジャーナルではカラー）
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相同組み換えタンパク質による
DNAねじり運動の実時間計測
新田英之

1.

独立行政法人理化学研究所基幹研究所

ゴキシゲニン修飾（約 600 bp）されており，ガラス基

はじめに

板にコートされた抗ジゴキシゲニンに特異的に結合す

DNA 相同組み換えは遺伝暗号の維持（DNA 修復）

る．もう一端はビオチン修飾（約 820 bp）されており，

と多様性の調整（突然変異）にとって必要不可欠な機

ストレプトアビジンコートされた直径 2.8 m の磁気

構である ．哺乳類における相同組み換えの中心的役

ビーズと特異的に結合する．先端に円錐形の鉄を結合

割 を 果 た す タ ン パ ク 質 が Rad51 で あ る ．Rad51 は

した円柱形のネオジウム永久磁石を流路の上から近づ

DNA に重合（polymerization）する際 1 分子あたり DNA

けると，磁気ビーズに垂直方向に力が働き DNA が伸

を伸長方向に 1 nm 程度伸ばすことがわかっているが，

長される．磁石が作る磁界は垂直方向に勾配がある

1 nm の精度で DNA の伸長を測定することは困難であ

が，垂直軸に対し対称であるため，磁気ビーズには垂

り，タンパク質 1 分子が DNA に及ぼす挙動の直接計

直方向に力が働くが，回転方向には自由である．回転

測は不可能であった．一方で回転方向にはタンパク質

方向の運動を正確に測定するため，直径 800 nm のポ

1 分子あたり 30 度〜 75 度の角度で DNA をねじるこ

リスチレンビーズを磁気ビーズに複数付着させた．

1)

2)

とが結晶解析などから予測されていた ．つまり，回

この測定系では明視野での観測が可能であること

転方向の挙動を計測することにより，タンパク質 1 分

や，磁気ビーズの直径が従来の系よりも大きく，水平

子が DNA に及ぼす挙動の高感度解析が期待できる．

方向のブラウン運動の影響が相対的に小さいなどの利

2)

生体試料を分子レベルで操作・計測する技術とし

点により，5 度の精度での DNA のねじり運動実時間

て，光ピンセット，磁気ピンセット，AFM，流速に

計測を実現した．

よる操作などがあげられる．DNA の長さや伸長運動
の計測は光ピンセットや磁気ピンセットにより可能で
ある．筆者らの研究グループでも，水平方向の磁界を
発生する磁気ピンセットを用い，多数の Rad51 タン
パク質による DNA 伸長の実時間計測を行ってきた 3)．
一方でねじり方向の計測は磁気ピンセットと蛍光ビー
ズを組み合わせたシステム 4) や，垂直軸を中心に軸対
称な磁界を発生する磁気ピンセットで実現した例 5) が
あるが，いずれも測定精度は回転数程度であった．
以下，磁気ピンセット Free Rotation Magnetic Tweezers
（FRMT）を用いた独自の実験系による筆者らの取り
組み 6) を紹介する．
2.

FRMT を用いた DNA ねじり運動計測システム
図1
FRMT 実験システムの概要．
（a）手作り倒立顕微鏡上の PDMS 流
路と永久磁石．
（b）流路断面図．
（c）流路内で 2 重鎖 DNA 1 分子
を磁気ビーズとガラス基板に特異的に結合する．磁気ビーズは垂
直 方 向 に 力 が 働 く が， 回 転 方 向 に 対 し て は 自 由 で あ る．
（d）
Rad51 が DNA に重合する際に起こる磁気ビーズ回転運動の顕微鏡
下明視野スナップ写真．
（電子ジャーナルではカラー）

著者らが製作した実験系の概要を図 1 に示す．ガラ
ス基板と微細加工を施した PDMS（シリコン樹脂）を張
り合わせることにより製作した，幅 2 mm，高さ100 m，
長さ 2 cm のマイクロ流路を生化学実験に用いた．実
験に用いたミュータント DNA（14.4 kbp）の一端はジ

Real-time Imaging of DNA Twisting during Rad51 Polymerization
Hideyuki ARATA
Curie Institute, Section of Physical Chemistry/RIKEN, Advanced Science Institute
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3.

おわりに

4.

タンパク質濃度が 75 nM 以下の低濃度で Rad51 1 分

磁気ピンセット FRMT を用いた独自の実験系を製

子の重合による 65 度のステップ状のねじり運動が確

作することにより，タンパク質 1 分子が DNA に及ぼ

認できた（図 2）．Rad51 の重合は 1 分子単位で起こる

すねじり運動の実時間計測を 5 度の精度で可能とし

か ，複数の分子単位で起こるか という議論に対し，

た．Rad51 タンパク質は DNA に 1 分子ごとに重合し，

前者が正しいことを直接証明した．この 1 分子ごとの

その際 65 度の角度で DNA をねじることが判明した．

重合は DNA 修復にとって効率のよい機能であること

この成果は DNA 修復機構における構造と機能を理解

を確認した．また，タンパク質 1 分子あたり 3.5 塩基

する上で重要な情報である．また開発した実験系は

対に対応するという構造解析上重要なパラメータも得

種々の DNA 結合タンパク質の 1 分子解析への応用が

る こ と が で き た． 重 合 開 始 の 限 界 濃 度（100 〜 150

可能であり，当分野における強力なツールとなること

nM） や DNA からの解離現象（depolymerization） な

を願っている．

7)

8)

9)

10)

ども先行研究と一致した現象が確認された．
謝
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図2
相同組み換えタンパク質 Rad51 による DNA ねじり運動．
（a）自
作のソフトウェアで解析した回転角度の経時変化で，ステップ状
の 挙 動 が 観 測 さ れ た． 上 か ら 順 に，Rad51 の 濃 度 は 10 nM，
75 nM，50 nM である（注意：短い時間スケールにおいては，濃度
と回転速度の間に必ずしも相関はない）
．（b）ステップ幅のヒスト
グラムから，タンパク質 1 分子あたり平均 65 度 DNA をねじるこ
とが確認された．文献 6 の図を改変．
（電子ジャーナルではカラー）

Van Mameren, J. et al. (2008) Nature 457, 745-748.
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ヘム分解における酸素活性化：
活性酸素の有効利用
松井敏高

1.

東北大学多元物質科学研究所

はじめに

酸素（O2）は生物にとって諸刃の剣である．好気

図1
酸素の還元による活性酸素の生成

呼吸は大きなエネルギーを産み出し，また，O2 を用
いる酸化反応はさまざまな物質の産生・薬物代謝を
担っている．しかし一方，酵素などによる O2 の還元
過程では活性酸素が生成する危険が常につきまとう
（図 1）．このため，生物は幾重もの抗酸化機構を備え
るとともに，酵素反応からの活性酸素産生も抑制する
必要がある．
生体酸化の中心プレーヤーの 1 つは，活性中心にヘ
ム（鉄―ポルフィリン錯体）をもつヘムタンパク質で
ある．ヘムの豊かなレドックス特性を生かした O2 活
性化機構は，多くのヘム酵素について古くから研究さ
れ，数十年来の謎であったシトクロム P450 の酸化活
性種も最近ついに同定された 1)．本稿では，ヘム関連
酵素の中でも異色の反応を触媒するヘム分解酵素（ヘ
ムオキシゲナーゼ，HO）に注目し，その構造と機構，
特に最近明らかにした律速段階のメカニズムと活性酸

図2
（a）HO によるヘム分解機構．
（b）O2-Fe2 heme 複合体（PDB ID:

2
1V8X）および（c）N3 -Fe verdoheme 複合体（PDB ID: 3MOO）の
活性中心構造．

素の制御について紹介したい．
2.

ヘムオキシゲナーゼによるヘム分解

HO はヘムを鉄，一酸化炭素，ビリベルジンに分解

れ，HO タンパク質の役割，特に末端酸素と水素結合

する酵素であり（図 2a）
，ヘム代謝のみならず，鉄の

している水クラスターの重要性などが示された 4)．一

恒常性維持，シグナル伝達，抗酸化作用，酸素センシ

方，第 2 段階（CO 放出）は HO がなくてもすぐに進

ングなど多彩かつ重要な生理機能を担っている ．ヘ

行するため，あまり注目されていないが，第 3 段階

ム分解は 3 段階の酸素添加反応により進行するが，す

（ベルドヘム開環）は HO の活性制御や生理機能発現

べての O2 活性化を基質自身が行う点（自己分解）が

に重要な律速段階であるため，その解明が長く望まれ

他の酵素には見られない特色である．

てきた．

2)

HO 反応の第 1 段階（ヘム水酸化）はヘムを自己分

3.

解へと導くために最も重要なステップである（図 2a）
．
その反応機構はほぼ完全に解明されており，酸化活性

HO 反応の律速段階：ベルドヘム開環

ベルドヘム（ 緑色のヘム

4

4

4

4

4

の意，東京ヴェルディ

種であるパーオキシ型ヘム（FeOOH）が，その末端

と同じ語源）の存在は 70 年以上前には知られていた

OH 基を -meso 炭素に付加させることでポルフィリン

が，O2 に不安定なこともあり，反応研究はほとんど

環は水酸化される 3)．また，活性種モデルとして O2

進展していなかった．そこでまずわれわれは嫌気グ

結合型ヘム― HO 複合体の結晶構造（図 2b）も決定さ

ローブボックス内でベルドヘム― HO 複合体を調製し，

Oxygen Activation for the Heme Degradation: Utilization of Reactive Oxygen Species
Toshitaka MATSUI
Insitute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
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反応解析を効率的に行うシステムを構築した．このシ

を実現したと考えられる．このような知見は結晶構造

ステムにより開環中間体をはじめて検出するなどの成

解析のみでは得られず，理論計算との組み合わせの有

果が得られ，特に「H2O2 による開環反応の発見」は

効性を示している．

大きなブレークスルーとなった ．それまでは「H2O2
5)

おわりに

4.

では開環しない」との誤報が信じられ，ベルドヘム研
究を行き詰まらせる要因となっていた．われわれはア

ヘム分解の律速段階がようやく解明され，本稿では

ルキル過酸化物（ROOH）との反応解析も進めること

省略したが，HO 生理機能に関する新たな知見も得ら

で，3 種の中間体候補の内（図 2a），FeOOH 型が活

れている．また，HO 反応の全体像からは，酵素機能

性種であることを強く支持する結果を得た ．FeOOH

と反応経路の合理的デザインなど，HO によるヘム分

の末端 OH 基が -pyrrole 炭素（図 2c，-meso 位の両隣）

解戦略の一端も解き明かされた．しかし最近，黄色ブ

に付加すれば，ベルドヘムは容易に開環すると予想さ

ドウ球菌などにおける鉄獲得機構の一部として，HO

れる．

とは別ファミリーに属する新たなヘム分解酵素

6)

すでにお気づきであろうが，このメカニズムは第 1

（IsdG）が発見された 9)．IsdG の活性中心には水クラ

段階の機構とほぼ同じである．したがって，HO は実

スターが存在せず，ヘム分解産物も異なるため，反応

質 1 つの機能「FeOOH 活性化による OH 転移」によっ

機構・分解戦略が従来型 HO とはまったく異なると

てヘムを分解すると示唆される（第 2 段階は酵素不

予想されている 10)．IsdG の機構解明は新たな抗生物質

要）．実際，第 1 段階に重要な水クラスターはベルド

の開発などに寄与するだけでなく，生物が有する 2 種



ヘム複合体でも保存されており（図 2c，N3 結合型）
，

類のヘム分解戦略を比較する上でも注目される．ヘム

第 3 段階の反応にも重要であった

酵素による O2 活性化研究は長い歴史をもつが，なか

．しかし，ベル

5), 7)

ドヘム反応では FeOOH 活性種の直接観測や OH 転移

なか話題は尽きないようである．

の実証が困難なため，QM/MM 計算によるメカニズ
ム検証を試みた．

謝
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3

の高い計算を迅速に行うことができる．上述の N 結
合型構造（図 2c）を活性種モデルとして QM/MM 計

文

算を行ったところ ，われわれの提案機構がエネル
7)

ギー的に妥当なことだけでなく，OH 転移過程につい
ての興味深い機構も示された（図 3）．
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分光電気化学法による光合成光化学系I I電子
受容分子の酸化還元電位計測
加藤祐樹，渡辺

1.

正

東京大学生産技術研究所

しかし，Em が高すぎる（あるいは低すぎる）と測定

はじめに

の困難度は増すため，PSII においては P680 をはじめ

酸素発生型の光合成では，2 つの光化学系 (Photo-

とする酸化側の Em が実測されていないのである．実

system: PS) が，光エネルギーを化学エネルギーに高効

測されているのは，光励起した P680 (P680*) から電

率に変換している．PS は機能分子とタンパク質から

子を受け取るフェオフィチン (Phe) a とプラストキノ

なる複合体であり，水を分解して酸素を発生する反応

ン QA に限られ，これらの値をもとに P680 など他の

が PSII とよばれる複合体で行われ，他方の PSI では

Em が見積もられている．

NADPH を生成し，引き続いて起こる炭素固定に必要

Phe a の Em 計測は，1979 年に Klimov らによっては

な還元力を備えている．こうした 2 つの PS の役割は，

じめて行われ， 610  30 mV と決定された 5)．さらに

反応に携わる機能分子の酸化還元電位 Em によって特

Phe a・P680* 間の G を速度論的解析により 80 meV

徴づけられているといえる．

と 見 積 も り，P680 の 光 励 起 エ ネ ル ギ ー 分 (680 nm

機能分子の Em をもとにすると，反応経路はおおまか

 1.83 eV) を差し引くことで，P680 の Em を  1,120 程

に図 1 に示すような模式図で表される ．ここであくま

度と推測している 5)．その後，Phe a の Em の追試は

で おおまか であることに注意されたい．というの

1 件のみだが，再現性が確認されている 6)．

1)

は，すべての Em の値が実測されているのではなく，推

一方，QA の Em 計測は 1960 年代からなされ，30 以

測に留まる部分も含まれているからである．また，実測

上の報告例があるが，報告によって値がばらついてお

値も研究者（ サンプル・測定条件など）によってしば

り，コンセンサスが得られていなかった．そうした

しば異なるため，推測する上での 基準 がぶれるだけ

中，1995 年の Krieger らによる報告 7) が 1 つの終止符

でなく，電位差から導かれるギブズ自由エネルギー変

となっている．PSII サンプルの酸素発生活性の有無と

化 G ( eEm) も実態とかけ離れている場合がある．

Em に相関があることを見いだし，通常  81  16 mV

これまで，PS における Em のほとんどが酸化還元滴定

であるところ，活性の喪失により 140 mV ほどシフト

法で測定されてきており，上述の問題はこの手法が抱え

して  64  25 mV となることを報告した．こうしたサ

る問題に起因するといえる．こうした状況を鑑み，われ

ンプルの状態による電位の変動が過去の Em 値のばら

われは分光電気化学法の適用により，種々の機能分子の
Em を高精度に計測する手法の確立を図ってきた 2)-4)．
本稿では，PSII における従来の Em 値にかかる諸問題を
概観した上で，われわれの最近の研究成果を紹介する．
2.

PSII における電子受容分子の Em とエネルギー論

図 1 は横に倒して眺めた姿から Z スキームとよばれ，
歴史をたどれば基本概念の提唱は 1960 年まで遡る．
それ以後各機能分子の同定および Em の決定に伴い，
反応機構の理解は進み，現在の姿にまとめられる．
PSII が生み出す酸化力の強さは，1 次電子供与体
P680（呼称の数値は光照射時に示す吸光度変化のピー

図1
光合成における電子伝達経路（通称 Z スキーム）
．文献 1 をもと
に近年の報告値を盛込んで作製．各 Em は，標準水素電極 (SHE) 電
位を基準とする値．（電子ジャーナルではカラー）

ク波長に由来）の Em によって決定づけられ，この強
さを源に，水の酸化分解を可能にしているといえる．

Spectroelectrochemical Measurement of the Redox Potentials of the Electron Acceptors in Photosystem II
Yuki KATO and Tadashi WATANABE
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo
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らく，誤差を生じやすい．その点，電気化学機器（ポ
テンショスタット）と電極を用いれば，容易にかつ短
時間で制御できる．一例として Phe a の分光電気化学
計測により得られたネルンストプロット 3) を図 2 に示
すが，理論曲線とのよい一致が

論より証拠

といえ

よう（程度は比較するしかないので，興味あれば既報
の図を参照されたい）．また滴定法だと還元側の電位
が溶液の pH に制約されるのが問題だったが 3)，電極
材の選択により pH 6.5 という生理的条件での計測が
可能となり，Phe a の Em を  505  6 mV と決定した．
同様の測定条件における QA の Em 計測手法も確立し，

図2
Phe a のネルンストプロット．実線は 1 電子酸化還元の理論曲線．
文献 2 より改変．

活性がある場合で  140  2 mV，ない場合で  20 mV
と決定した 4)．決定した Phe a・QA の Em 値を単純に差
し引くと GPhQ は  365 meV となり，速度論的解析の
結果とも矛盾はない．いずれの Em 値からも P680 の
Em は  1190 mV 程度にあると推測できる（図 3）．
終わりに

4.

光合成研究の歴史は非常に古いが，水の酸化機構な
ど未解明な部分が多く残されている．近年では X 線
結晶構造解析の技術進歩に伴い，両 PS とも高分解能
の構造モデルが提示され，原子レベルでの解明が急速
に進んでいる．われわれの研究も，端的にいえば，電
位計測の

図3
Phe a・QA の Em 値をもとにした PSII における電位相関図．各 G
の値・意味については文献 3 を参照されたい．
（電子ジャーナル
ではカラー）

て議論されるようになってきている．P680 の Em に関
しては，石北の総説 10) を参照されたい．
文
1)
2)
3)
4)
5)
6)

連の電子伝達を効率よく進める要因といえるかもしれ
ないが，それでは差が大きすぎて（平衡定数に換算す
れば約 109）逆反応はほぼ観測されないことになる．
ところが，古くから遅延蛍光とよばれる逆反応に伴う
弱い発光現象が観測されていることなどから，この Em

7)
8)
9)

をもとにしたエネルギー論は実態にそぐわないとみな
されるようになり，2000 年代に入ると，速度論的解

10)

析の精査の末 2 つの研究グループが GPhQ は  310 〜

献
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Kato, Y. et al. (2009) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106, 17365-17370.
Shibamoto, T. et al. (2009) Biochemistry 48, 10682-10684.
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石北 央 (2010) 生物物理 50, 286-289.

基準

にすると，P680 の Em は  1,250 mV 程度と見積もられ，
それ以後，これら P680 と QA の Em 値がより妥当なも
のとして認識されるようになったのである．
3.

なスキー

による理論研究も進められ，電位と構造の相関につい

GPhQ は  530 meV ほどとなり，P680* から QA への一

．QA の Em 値を

おおまか

測の機能分子にも展開していきたい．また，計算科学

以上の Em 値から，Phe a・QA 間のエネルギー変化

 340 meV 程度と決定した

向上により

ムの一面をより明確にしたといえよう．今後は，未計

つきの主要因と結論付けている．

8), 9)

分解能

PSII への分光電気化学法の適用
加藤祐樹

Em を測定する上で，滴定法では酸化剤・還元剤の添
加量によって電位が変動するため系の平衡を制御しづ
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単一生細胞における遺伝子発現の網羅的な
1分子解析
谷口雄一

米国Harvard大学ポストドクトラルフェロー，
*11年 6 月より理化学研究所生命システム研究センターユニットリーダー

1.

研究の背景

2.

1 分子・1 細胞遺伝子発現プロファイリング

膨大な数の遺伝子により制御される生命．その仕組

われわれはモデル生物である大腸菌 (Escherichia coli)

みを包括的に理解することをめざして，近年，膨大な

について，膨大な種類の遺伝子発現を 1 分子レベルで

遺伝子の情報を網羅的に解析する研究が全世界的に注

可視化するための細胞株ライブラリを構築した

目を集めている．2003 年にヒトゲノムが完全解読さ

（図 1a）．このライブラリは，ゲノム内のそれぞれ異

れ，現在ではゲノム解読の高速化・低価格化が注目を

なる遺伝子コード領域の C 末端に黄色タンパク質

集める一方で，より機能レベルを深く探る手法とし

(YFP) 遺伝子を挿入した細胞株を集めたものであり，

て，その発現産物を扱うトランスクリプトームやプロ

現在 1,018 遺伝子に対応するライブラリが完成してい

テオームの情報を解析するための技術開発が関心を集

る．目的遺伝子の発現と共役して YFP の発現が起こる

めている．しかしながら，単一細胞の中にある 1 分子

ため，1 分子蛍光顕微鏡を用いてこれを捉えることに

レベルの遺伝子発現を捉えるような，超高感度の解析

より，1 分子感度での遺伝子発現測定が可能となる 4)．

はいまだ実現されていない．

すべてのライブラリ株を対象にした網羅的計測を行

その一方で，近年のレーザー顕微鏡技術の発展によ

うために，われわれはマイクロ流体デバイスを測定基

り，単一細胞内で起こる遺伝子発現を 1 分子レベルで

盤とした自動化計測システムを開発した（図 1b）
．わ

検出することが可能になってきた．筆者らは今回，こ

れわれが考案したマイクロ流体デバイスは，96 本の

の 1 分子計測技術を応用することにより，単一分子・

独立したマイクロ流路を並列化しており，同じ数のラ

単一細胞レベルでの全 mRNA とタンパク質の発現プ

イブラリ株をすべて 1 デバイス上に集約することがで

ロファイリングをはじめて実現した ．

きる．よって，1 分子顕微鏡上でこれらの流路を自動

1)

1 つ 1 つの細胞では，ゲノムから確率論的に mRNA

的にスキャンすることにより，システムワイドな 1 分

とタンパク質が産生されている．このため，たとえゲ

子計測が可能となる．

ノムが等しい細胞集団があったとしても，それぞれの

3.

細胞内に内在する mRNA とタンパク質の数には互い

遺伝子発現ノイズのゲノム共通法則

に違いが生まれ，細胞ごとの性質の違いが生み出され

開発した手法を用いて，1 つ 1 つの細胞に存在する

る ．こうした細胞ごとの多様性は，多くの生物プロ

タンパク質の絶対個数の分布（図 2a）を，それぞれ

セスにおいて重要であり，細胞の分化や異質化を誘導

の タ ン パ ク 質 に つ い て 決 定 し た． 面 白 い こ と に，

したり，環境変化に対する生物種の適応度を高めたり

1,018 遺伝子のうち 1,009 遺伝子は，そのタンパク質

していると考えられている ．筆者らは，単一分子・

数の分布がガンマ分布（図 2b）に従うことがわかっ

単一細胞プロファイリング技術を用いて，この生物の

た．すなわち大腸菌は，ガンマ分布という共通構造に

大きな特徴ともいえる細胞ごとの遺伝子発現の乱雑さ

沿ってそれぞれの細胞のタンパク質数に多様性を生み

をプロテオームおよびトランスクリプトームワイドで

出しているといえる．

2)

3)

定量化し，そのゲノムに共通するさまざまな性質と，

このガンマ分布構造は，mRNA とタンパク質の合成

その背景にある物理的法則を明らかにした．

と分解がそれぞれ確率的に起こると仮定した場合のセ
ントラルドグマのスキーム（図 2c）に合致している 5)．
われわれは実際にセントラルドグマの各過程の時定数

Quantifying E. coli Proteome and Transcriptome with Single-molecule Sensitivity in Single Cells
Yuichi TANIGUCHI
Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University
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に支配していることがわかった．一方で，高発現数の
タンパク質では，これらの確率的ノイズの影響が小さ
くなる代わりに，個々の細胞状態のばらつきに起因し
た，発現数に対して一定割合（〜 30%）のノイズが優
勢となることがわかった．
さらにわれわれは，単一細胞における mRNA とタ
ンパク質数の同時プロファイリングを行い，これらの
数の間には相関性が無いことを示した．この非相関性
は，mRNA の短い分解時間に伴う mRNA 数の高ノイ

図1
1 分子・1 細胞遺伝子発現プロファイリング．
（a）蛍光タンパク
質―タンパク質融合ライブラリ．
（b）大規模 1 分子計測プラット
フォーム．
（電子ジャーナルではカラー）

ズ性によるものである．この結果は 1 細胞レベルでの
トランスクリプトーム解析に対して 1 つの警告を与
え，同時に，プロテオーム解析の必要性を表すものと
いえる．
全遺伝子情報を含む膨大なデータの解析により，こ
こに示した以外にもさまざまな有益な知見が得られ
た．ここでは省略させていただくが，詳しい情報は原
著論文 1) を参照していただきたい．
まとめと今後の展望

4.

今回の研究により，単一生細胞におけるプロテオー
ムとトランスクリプトームとを単一分子検出感度で定
量化することに世界ではじめて成功した．その結果，

図2
1 細胞内の確率的遺伝子発現の性質とモデル．
（a）観測データと
1 細胞内タンパク質数の分布．曲線はガンマ分布によるフィッ
ティングを表す．（b）ガンマ分布の式．
（c）セントラルドグマの
スキーム．
（電子ジャーナルではカラー）

遺伝子発現の動的・確率論的ゆらぎの全ゲノムレベル
での普遍的な性質が明らかとなり，その定式化にも成
功した．今後同様の計測系を用いて，細胞の表現型変
化等に伴う確率的な遺伝子発現の変化を網羅的に捉え

の測定を行い，そこで得られる値がタンパク質の個数

ることにより，さまざまな生命現象のメカニズムとそ

の分布と一致することを確認することにより，タンパ

の原理をより詳しく調べることが可能となるだろう．

ク質の個数の分布が，セントラルドグマの諸過程の確
率論的な性質により決定付けられることを示した．

文

また，大腸菌の発現するタンパク質のコピー数は，
101 個 / 細胞から 104 個 / 細胞にわたって幅広く分布
しており，おおよそ半数が 10 個 / 細胞以下の低い発
現レベルを示すことがわかった．うち約 25% は細胞

献
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内で実際に機能性を有するものであり，大腸菌のもつ
タンパク質は，たとえ 10 個以下の低分子数でも細胞
内で十分に機能的になりうることがわかった．単一細
胞レベルの微生物学において，単一分子感度の実験が
本質的になりうることを示唆する結果といえる．
低発現数のタンパク質では，発現量に反比例した形
でポアソンノイズ（タンパク質分子が 1 つ 1 つ発現す

谷口雄一

る際の確率的なばらつき）の影響が強く現れるように
なり，細胞ごとのタンパク質数のばらつき 2) を優勢的

トピックス
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中性子が生物学に対してできること
藤原

1.

悟

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門

ら蛋白質中の H を D に置換する蛋白質重水素化によ

はじめに

り，散乱密度の大きく異なった蛋白質の調製が可能で

中性子散乱・回折の生体分子への適用は，1960 年

ある．重水素化した成分と他の通常の成分から複合体

代末から 70 年代はじめにはすでにさかんに行われて

を再構成し，溶媒の散乱密度を通常の成分と一致（コ

いる．中性子散乱・回折は，ほぼ X 線と同様に記述

ントラストマッチング）させた条件下で中性子散乱測

できるが，X 線が原子により散乱される強さは原子番

定を行うことにより，重水素化成分のみからの散乱曲

号に比例するのに対し，中性子は原子核と相互作用す

線を得ることができる．

るため，そのような規則性がない．しかしながら，水

われわれは，筋肉の細いフィラメント中でのトロポ

素原子からの散乱の強さが他の原子と同程度であるこ

ニン (Tn)C の構造解析にこの方法を適用した 1)．細

と，さらに同位体の区別，特に水素（H）と重水素

いフィラメントでは，アクチン，トロポミオシン，そ

（D）が区別できるという特徴をもつ．

して TnC を含む 3 成分からなる Tn がそれぞれ規則

このような特徴を利用することにより，中性子は生

的に配列している．TnC は細いフィラメントの Ca2

体分子の構造解析に対してユニークな貢献をすること

による筋収縮調節に重要な役割を果たす．われわれ

ができる．最も直截的な利用は，水素原子が他の原子

は，重水素化 (d-)TnC を調製し，細いフィラメント

と同程度に

ことに基づいた中性子結晶解析

に挿入し，コントラストマッチング条件下で中性子小

による水素原子の位置決定である．しかしながら，中

角散乱測定を行った（図 1a）
．こうした実験では，よ

見える

性子の真のユニークさは H と D の区別を利用するこ
とから生ずる．これがいわゆる

い試料の調製が本質的である．そのためわれわれは

コントラスト変調

（ほぼ）完全重水素化蛋白質の大量調製が可能な方法

測定を可能にし，中性子小角散乱・回折をユニークな

を導入・確立した．図 1b に得られた d-TnC の中性子

ものとしている．

小角散乱曲線，図 1c に，粒子間干渉効果を考慮に入

2.

れたモデル計算から得た TnC の構造情報を示す．Ca2

中性子小角散乱・回折のユニークさ

小角散乱・回折は，生体分子と溶媒の散乱密度の差
（コントラスト）に由来する．中性子小角散乱・回折
では，H と D の区別のため，H2O と D2O の散乱密度
が大きく異なる．蛋白質や核酸，脂質などの散乱密度
はそれぞれ異なるが，すべて H2O と D2O の散乱密度
の範囲内に含まれる．したがって，溶媒中の D2O の
割合を変化させることにより溶媒の散乱密度をさまざ
まな生体分子の散乱密度に一致させることができる．
溶媒中の D2O 濃度を変化させることにより，特定の
成分を

消す

ことができるのである．このようなコ

ントラスト変調測定は，核酸―蛋白質複合体やリポ蛋
白質，脂質膜中の蛋白質など散乱密度の異なる成分を
図1
（a）細いフィラメント中の TnC の構造情報を得るための戦略の模
式図．（b）TnC のみからによる中性子散乱曲線．
（c）得られた
TnC の構造情報．

もつ多成分系の研究に威力を発揮してきた．
蛋白質の散乱長密度は，種類によらずほぼ同様のた
め，蛋白質複合体の成分は区別できない．しかしなが
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結合による構造変化を検出すると共に，単離 Tn 結晶
中の構造と異なっていることを示した．
巨大分子複合体は，複合体全体の結晶構造解析がで
きればそれでよいのではあるが，細いフィラメントの
ように全体の結晶化が事実上不可能な場合や，複合体
の 1 部分の結晶解析ができても，その構造が結晶中の
分子間力のために歪む場合もあるため，余計な分子間
力のない溶液中や組織中での「その場」構造の解析は
重要である．ここに特定成分の構造情報が得られる中
性子小角散乱が威力を発揮する．

図2
中性子非弾性散乱実験より得た G-アクチンおよび F- アクチンの
平均自乗変位の温度依存性．文献 5 の図を改変．

このようなコントラスト変調測定は，溶媒を一定密
度の連続体で近似できる低分解能測定であれば，繊維
回折や結晶解析にも同様に適用可能である．実際，低
分解能中性子結晶解析が種々の系に適用されている．

いても重水素化技術との組み合わせによる特定成分の

われわれは，細いフィラメントの配向試料の中性子繊

ダイナミクス情報取得が可能である．この分野は，今

維回折測定から，TnC の Ca 結合による配向の変化

後の大きな発展が見込まれるべき分野である．

2

を検出した 2)．さらに筋肉のコントラスト変調測定 3)

このように中性子は生物学に対してユニークな貢献

から，位相情報の取得，散乱密度の異なる蛋白質領域

をなしうるが，装置へのアクセスの難しさから，我が

の同定が可能なことを示した．このような X 線回折か

国では，そのポテンシャルを発揮しているとはいい難

らは得られない情報が，コントラストという新しいパ

い．J-PARC の稼働により，近い将来，装置アクセス

ラメータが加わることにより取得可能となるのである．

の状況が大きく改善され，中性子を用いた生物学研究

3.

が大きく発展することを期待したい．

中性子非弾性散乱のユニークさ

謝

もう 1 つのユニークさは非弾性散乱にある．中性子

辞

のエネルギーは原子の熱揺動と同程度のため，非弾性
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になる．このピコ秒および Å オーダーの蛋白質のダ
イナミクスが構造変化に不可欠であることはよく知ら
れている 4)．したがって，蛋白質機能発現機構の真の

われわれは，F- アクチン（重合体）と G- アクチン
（単量体）の中性子非弾性散乱実験を行った 5), 6)．結
果の例として，中性子非弾性散乱の手法の 1 つである
非干渉性弾性散乱実験から得られた蛋白質の平均自乗
変位の温度依存性を図 2 に示す．ここで観測された振
舞の違いは，F- アクチンと G- アクチンの柔らかさの
違い（G- アクチンの方が柔らかい）を意味する．中
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高精度量子化学計算による光生物学へのアプローチ：
レチナールタンパク質の光吸収・励起エネルギー移動機構
藤本和宏

神戸大学大学院システム情報学研究科

理論（量子化学の理論）である 1)．分子の基底・励起

1. はじめに

状態を精度よく記述できる方法であるため，これまで

理論・計算の立場から光生物学の研究を試みる際の

に数多くの分子に対して SAC-CI 法を用いた研究が行

大きな問題点は次の 2 点である．

われてきた．その中でも分光学的研究は特に多く存在

1，分子の正確な励起状態をどう求めるか？

し，実験では困難であったスペクトルの帰属に成功す

2，タンパク質環境をどう記述するか？

るなど，同法の威力が大いに発揮されている．正確な

それぞれの問題に対して有効な手段となるのが，

波動関数は各状態間（基底状態や励起状態）の
性

tion）法 1) と QM/MM（quantum mechanics/molecular me-

あるが，SAC-CI 法はこの条件をクリアしていること

chanics）法 である．

を強調しておく．またプログラム上における特徴とし

2)

および

ハミルトニアン直交性

直交

SAC-CI（symmetry-adapted cluster-configuration interac-

を満たす必要が

本稿では，これらの手法の適用により明らかとなっ

ては，摂動選択法という効率的な計算手法の採用があ

たレチナールタンパク質の分子機構を 2 つ紹介する．

げられる．これにより，計算コストの大幅な削減を実

前 半 で は ヒ ト の 色 覚 を 司 る 錐 体 視 物 質 の カ ラ ー・

現している．

チューニング機構を，後半ではキサントロドプシンで

QM/MM 法 2) は量子化学と分子力学のハイブリッ

起こる励起エネルギー移動機構を取り上げる．ここ

ド法であり，タンパク質環境を考慮する上で有効な手

で，カラー・チューニングとはタンパク質環境の違い

段である．フラグメント分子軌道法に代表されるよう

によって分子の吸収波長が変化する現象を指し，励起

に，近年，タンパク質全体に対する量子化学計算の適

エネルギー移動とはある分子の吸収した光エネルギー

用がさかんに行われているが，タンパク質の構造最適

が別の分子に移動する現象を指す．

化を行うには現時点ではハードルが高い．これに対

どちらもレチナールタンパク質の光吸収に関する話

し，QM/MM 法では，タンパク質環境において本質

題であるが，担当する役者が異なることに注意しなが

的に重要となる相互作用を量子化学計算に取り入れて

ら読んでいただきたい．前半の錐体視物質ではタンパ

（つまり，タンパク質からの静電ポテンシャルを Fock

ク質の形成する静電ポテンシャルが，後半のキサント

演算子に含めて）それ以外を古典力学的に取り扱うた

ロドプシンではカロテノイド分子の配置がそれぞれの

め，同法を用いてタンパク質の構造最適化を行うこと

機構に大きく寄与している．

が可能となる．励起状態の計算に対しても QM/MM

また，本稿の研究は以下の 2 つの手順に従うことも

法は適用可能であり，以下で紹介する励起エネルギー

注意しながら読んでいただきたい．

（基底状態と励起状態の間におけるエネルギー差）の
計算は，QM 部分に SAC-CI 法を用いて行われている．

1，励起状態計算の実行による実験値の再現
2，機構の解析

3. 錐体視物質のカラー・チューニング

本題に入る前に，まずは SAC-CI 法と QM/MM 法に
ついての説明から始めよう．

ヒトの網膜には，色覚を司る 3 種類の錐体視物質が
存在する．それぞれが赤・緑・青色光の吸収を担当す

2. SAC-CI 法と QM/MM 法

る た め， ヒ ト 赤 色（HR）・ 緑 色（HG）
・ 青 色（HB）

SAC-CI 法は Nakatsuji によって考案された電子状態

錐体視物質とよばれている 3)．

Quantum Chemical Approaches to Photobiology: Mechanisms of Color Tuning and Excitation-Energy Transfer in Retinal Proteins
Kazuhiro J. FUJIMOTO
Graduate School of System Informatics, Kobe University



目次に戻る
高精度量子化学計算による光生物学の研究

HR，HG，HB はすべてレチナールタンパク質であ

オプシンの静電効果の理解のため，（i）RET の励起

る．レチナールタンパク質における光吸収を直接担っ

状態の性質と（ii）オプシンが形成する静電ポテンシャ

ているのは，タンパク質中に存在するレチナール色素

ル（ESP）を説明しよう 5)．
（i）RET の励起状態に関し

（RET）である．したがって，3 つの錐体視物質にお

ては，SAC-CI 波動関数により最高被占軌道（HOMO）

ける別々の色の光吸収は，すべて RET により行われ

から最低空軌道（LUMO）へ電子が 1 つ飛び移った性

ている．これは，RET の吸収波長が RET を取り囲む

質（HOMO-LUMO 遷移）であることがわかった．こ

タンパク質（オプシン）環境によって変化することを

れを視覚的に理解するために，図 2 に示す HOMO と

意味する．こうした現象は，カラー・チューニングと

LUMO の分布を見てみよう．HOMO は RET の左側（

よばれている．本研究では，カラー・チューニングの

イオノン環）に，LUMO は右側（シッフ塩基）に分

機構を解明することを試みた．

布することがわかる．このように，分布に偏りがある

ここで扱う錐体視物質のタンパク質構造は実験で解

軌道への電子遷移は，RET の分子内で起こる電荷移

明されていない．そこで，本研究ではホモロジーモデ

動を意味する．
（ii）これを踏まえた上でオプシンの

ル（タンパク質の既知構造とアミノ酸配列の類似性を

ESP を見てみよう．この ESP とはオプシンが RET 上

利用した立体構造モデリングの手法）を採用した．ホ

に形成するものであり，RET が形成する ESP ではな

モロジーモデルに対しポアソン―ボルツマン法（統計

いことに注意してほしい．図 2 に示す通り，オプシ

的手法）による荷電アミノ酸のプロトン化状態の評価

ンが形成する ESP は，LUMO が分布する領域（右側）

を行い，QM/MM 法によるタンパク質全体の構造最

において著しく負に大きくなっていることがわかる．

適化を行った．こうして，3 つの錐体視物質のタンパ

このような右肩下がりの ESP は RET の分子軌道に

ク質構造を作成した．

ど の よ う な 影 響 を 与 え る の だ ろ う か？

そ れ は，

これらの構造に対して SAC-CI 法による励起状態計

LUMO の軌道エネルギー準位の特異的な不安定化で

算を行った．その結果，0.05 eV の RMS 誤差で励起エ

あ る． 電 子 は 負 電 荷 を 有 す る た め， 負 の ESP は

ネ ル ギ ー の 実 験 値 を 再 現（HB; 2.94, HG; 2.32, HR;

HOMO と LUMO の軌道エネルギーをどちらも不安

2.08 eV）することに成功した ．

定化させるが，右肩下がりの負の ESP は HOMO より

4)

これらの結果に基づいてカラー・チューニング機構

も LUMO を大きく不安定化させるのである．以上の

の物理的起源を探った．3 種類の各錐体視物質に対

ことから，オプシン非存在下と比べ，オプシン存在下

し，3 つの観点から励起エネルギーの分割を試みた．

において RET の HOMO と LUMO の軌道エネルギー

3 つの観点とは，RET の構造の捩れの効果，オプシン

差（HOMO-LUMO ギャップ）は大きくなる．これが，

の静電効果，対アミノ酸（グルタミン酸アニオン）の

オプシンの静電効果によって RET の励起エネルギー

量子効果である．その結果，オプシンの静電効果が 3

が増大する機構である．

つの錐体視物質の励起エネルギーに最も大きな寄与を

では，本題に戻り，3 つの錐体視物質の励起エネル

することがわかった（図 1 の濃紫）
．HB では RET の

ギーの差はどこから生じるのだろうか？

構造の捩れも大きく寄与するが（図 1 の青），カラー・

3 種類のオプシンの ESP が引き起こす LUMO の不安

それは，

チューニング機構の主因ではなかった．そこで，本稿
ではオプシンの静電効果のみ取り上げる．

図1
励起エネルギーに寄与する 3 つの効果（RET 構造の捩れの効果，
オプシンの静電効果，対アミノ酸による量子効果）
（eV）
．ロドプ
シン（Rh）を基準値としたときのエネルギー差で表示してある．
（電子ジャーナルではカラー）

図2
RET の（a）LUMO と（b）HOMO．
（c）オプシンが RET の  共役
鎖に形成する ESP．C5 は  イオノン環側を，N はシッフ塩基側
を表す．（電子ジャーナルではカラー）
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定化の程度の差から生じるのである．図 2 に示す通

（EET）とよばれる．xR 中の EET において，励起エネ

り，ESP の右肩下がりの度合は，HRHGHB の順に

ルギーを渡す SXN をドナーとよび，励起エネルギー

大きくなることがわかる．その結果，LUMO の不安

を受け取る RET をアクセプターとよぶ．本研究では，

定化は HB で最も大きく，HR で最も小さくなる．し

xR における EET 機構の解明を試みた．

たがって，HOMO-LUMO ギャップは HB で最も大き

EET の理論的研究では，擬クーロン相互作用（PCI）

く，HR で最も小さくなる．こうして励起エネルギー

とよばれる電子的相互作用の積分を計算する必要があ

に差が生じるのだ．以上より，オプシンの静電効果

る．大ざっぱにいうと，PCI の大きさは EET が起こ

（ESP） の 違 い が 引 き 起 こ す 錐 体 視 物 質 の カ ラ ー・

るかどうかの指標と見なせる．従来の研究では，この

チューニング機構を理解できた．

積分を直接行わない双極子・双極子（dd）近似が多用

次の疑問は，3 種類の錐体視物質の間でどのアミノ

されてきた．dd 近似は効率的な計算手法であるが，

酸が静電効果の違いを生むのか？，である．そこで，

その適用範囲は， 系のドナーとアクセプター間の距

静電エネルギーを定義し，各アミノ酸の寄与を解析し

離がそれらの分子サイズと比べて大きい場合

た ．その結果，錐体視物質のアミノ酸配列に特異的

限られている．

4)

な 10 個のアミノ酸と Cl イオンが静電効果に大きく

のみに

xR に 対 し て dd 近 似 は 有 効 で は な い． な ぜ な ら，

寄与することがわかった（図 3）．更なる解析の結果，

SXN や RET の分子サイズ（〜 36 Å）と比べ，SXN と

特に OH 基をもったアミノ酸が重要であることがわ

RET の間の距離（12 Å）が近いためだ．実際に dd 近

かった．詳細は省くが，RET に対する OH 基の向き

似で SXN と RET の間における PCI を計算したところ

が，各錐体視物質における静電効果の違いを生み出す

（732.6 cm1），実験値（160-210 cm1）よりも過大評価

主因であることを突き止めた 5)．

してしまう結果となった．
dd 近似の問題点を克服するために，筆者は TDFI

4. キサントロドプシンの励起エネルギー移動

（transition-density-fragment interaction）法を考案した 7)．

ここまでは，オプシンの ESP が RET の光吸収をど

TDFI 法は，電子遷移密度（SAC-CI 法や時間依存密度

う調節するか説明した．ここからは，RET 以外の分

汎関数法により計算可能）を用いた PCI の計算手法

子の利用による光吸収の話題に移る．

である．TDFI 法のプログラムでは，高精度に PCI を

レチナールタンパク質の 1 種，キサントロドプシン

求められるよう，原子軌道の 2 電子積分および DFI

（xR）は，光吸収を担う分子として RET の他にサリニ

法 8) を採用した．この TDFI 法を使って PCI を計算し

キサンチン（SXN）（カロテノイド分子の 1 種）を有

た結果（216.2 cm1），実験値を 6-56 cm1 の誤差で再

している（図 4）
．SXN の吸収波長は RET の吸収波長

現することに成功した．

と異なるため，SXN の利用によりタンパク質全体で

PCI の再現に成功したため，次に，RET に対する

吸収可能な光の波長領域を大幅に広げることが可能と

SXN の配置が PCI の大きさに与える影響を調べた．

なる ．

まず，オイラー角を用いて xR のタンパク質周辺に人

6)

SXN で吸収された光（励起エネルギー）は RET へ

工的な SXN の配置を発生させ（タンパク質表面で

渡 さ れ る． こ う し た 現 象 は 励 起 エ ネ ル ギ ー 移 動

SXN を 3 次元回転させ，360 個の最適な配置を求め），
次にこれらの構造に対して PCI を計算した（図 5）
．
その結果，天然の SXN 配置（z  0 度）が最も大きな
PCI を与えることがわかった（EET 効率：40%）
．2 番

図3
カラー・チューニングを担うアミノ酸とその寄与．赤，緑，青，
灰色のグラフはそれぞれ HR，HG，HB，Rh に対応する．配列番号
は Rh を基準とする．
（電子ジャーナルではカラー）

図4
xR で起こる SXN から RET への EET．
（電子ジャーナルではカラー）



目次に戻る
高精度量子化学計算による光生物学の研究

関しては原著論文を参照していただきたい．また，後
半に述べた TDFI 法は CD スペクトル計算に対しても
有効な手法であることを付け加えておく 10)．
本稿では，タンパク質のゆらぎの効果については触
れなかった．タンパク質のゆらぎは，RET などの色
素の励起状態の性質（光物性）にどのくらい影響を与
えるのだろうか？（たとえば，われわれが高熱を出し
たとき錐体視物質の吸収波長は大きく変化するの
図5
（a）人工的に生成させた SXN の配置．12 個の配置のみを示す（薄
紫）
．
（b） こ れ ら の 配 置 に 対 す る PCI 値．A-G の ラ ベ ル は xR の
7 本の  へリックスを示す．
（電子ジャーナルではカラー）

か？）本稿で紹介した方法論により高精度で電子状態
を求めることが可能となったため，今後はタンパク質
の光物性に対するゆらぎの効果を定量的に求めること
が必要だと考えている．

1

目に大きな PCI は 48 度のときの 153.3 cm （EET 効率：
25%）であるが，これは天然のとき（0 度）と比べて

謝

1

辞

63 cm 小さい値であった．以上より，天然の SXN は

本稿で紹介した研究は，長谷川淳也博士，林重彦博

大きな PCI（高い EET 効率）を与えるように配置され

士，中辻博名誉教授，および Weitao Yang 教授との共

ていることがわかった．

同研究によるものです．故加藤重樹教授からは研究の

図 5 からわかる通り，SXN 配置の違いは PCI の値

場をいただきました．各氏に感謝致します．また日本

を大きく変化させる．小さな PCI しか与えない SXN

学術振興会による本研究への支援に感謝致します．

配置の場合，SXN が吸収した光のエネルギーは RET
へ渡りにくい．したがって，SXN があるからといっ
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埋め草
「タンパク質立体構造散歩」
の経緯
由良

敬

お茶の水女子大学生命情報学教育研究センター

埋 め 草「タ ン パ ク 質 立 体 構 造 散 歩」 は，2007 年

了を機に執筆者が誰であり，掲載のいきさつや執筆方

4 月 8 日から 12 月 24 日まで，私が書きためた文章で

針などを記してほしいと頼まれた．執筆者が誰かは，

ある．当時，会誌編集委員長で後の会長である曽我部

あまり明かしたくないと少々こばんだが，このような

先生が，会誌をもっと読みやすい雑誌にすることをめ

文章を書くことができる人材はほとんど自明で，誰が

ざしておられ，その一環として会誌を A4 版にされた．

執筆者かはみんな知っていると断言され，こばむ根拠

曽我部先生の考えでは，版を大きくするのと同時に，

を失ったために，この文章を書くことになった．つい

会誌の中に短い読み物が必要であった．誰が何を書く

でに，かつて自分で立てた方針にしたがって，もう

のか．
「ついては，何か書いてくれませんか」と電話

1 つだけ原稿を書くことにした．第 37 回もこの会誌

で半分泣きつかれたわけである．私が書けるのはこの

のいずれかの頁に掲載されていることであろう．

程度ですけどと，サンプル原稿を出したら，これはす

タンパク質立体構造散歩の著者は JK となっている．

ばらしい（曽我部先生は本当にそう思ったのだろう

これは私のイニシャルをドイツ語風に記述しただけで

か？）と連載することになった．文章は上手に書けな

ある．ドイツ語では Jura とつづると，私の名前とまっ

いし，今まで会誌には何も載せたこともないので，ペ

たく同じ音になる．ちなみに法学や法律を意味する単

ンネーム JK で掲載してほしいと頼んだら，それで結

語である．名字を先に記すのは，日本語では普通のこ

構ということになった．談話室にこの文章を書くにあ

とであり，何も西洋の形式にあわせる必要はないと

たって経緯を再考してみてが，やっぱりとんでもない

思っているからである．

いきさつである．

「タンパク質立体構造散歩」に記したタンパク質は，

2007 年は出張の新幹線の中で，いつも「タンパク

2006 年と 2007 年に日本のグループが論文発表した立

質立体構造散歩」の原稿を紙と鉛筆で書き，毎週土曜

体構造の中から，私が主観的に選んだ．Protein Data

日の夕方には，絵と原稿をマッキントッシュで整理し

Bank の中を見ていきながら，私自身がおもしろいと

ていた．その年の冬に，横浜で開催された年会に参加

思った立体構造を主観的に選んだ結果が 36 個のタン

するために乗った新幹線の往復で，第 36 回の文章を

パク質である．取りあげたタンパク質の構造を振りか

書き終えたときに，これだけ原稿がたまればよいだろ

えることで，何をもって自分はおもしろいと見なした

うと思い，これでやめようと考えた．京都に戻ってか

かが定義できる．

ら，曽我部先生に原稿を送り，これで勘弁してくださ

取りあげた構造の中には，立体構造の対称性が非常

いと連絡したら，たいへん感謝されて，筆を折ること

に高く，かたちそのものがきれいなタンパク質があ

ができた．36 個も書いたから 10 年ぐらいは安泰だろ

る．対称性が非常に高い物体は，落ち着きを感じる．

うと想像していた．

しかし完全に対象なタンパク質は存在しないので，対

2011 年 4 月の運営委員会で，木寺現会誌編集委員

称性を壊している部分がどこかに隠されている．対称

長より，間もなく掲載が終了になることをうかがった

性が壊れている部分を見つけると，そこに何か分子生

（現在 34 回目まで掲載済み）
．たったの 4 年で消耗し

物学的な意味があるのだろうかと考え始めておもしろ

てしまうとは，かなり頻繁に埋め草として使ってし

い．第 2 の視点は，他分子との相互作用にある．立体

まったようすである．木寺先生からはさらに，掲載完

構造が低分子や DNA などとの複合体で決定されてい

Birth of “Promenade along Protein 3D Structures”
Kei YURA
Center for Informational Biology, Ochanomizu University
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るタンパク質がたくさんある．この場合は，視覚的に

機能が生物進化を通して獲得された性質であるため，

タンパク質の分子性機能を理解できることが期待でき

タンパク質（遺伝子）の進化的関係を正確に追いかけ

ておもしろい．第 3 の視点は，トポロジー（主鎖の流

ることができさえすれば，多くのタンパク質の機能を

れ）にある．タンパク質立体構造のトポロジーは，

推定できるのは事実である．しかしその論理構成で

10 種類程度であろうといわれている．多くのタンパ

は，タンパク質がどのようにしてその機能を実現して

ク質立体構造が明らかになっている現在，新しいトポ

いるのかを明らかにすることはできない．また機能を

ロジーに出会う機会が減っている．新しいトポロジー

実現する分子機械としての機構がわかってくれば，タ

に出会うと，おっ，このトポロジーはどうなっている

ンパク質の立体構造情報から機能を見いだすことがで

のか，こんなトポロジーがありえたのかと，知的にお

きるようになるはずである．これこそがタンパク質の

もしろい．第 4 の視点は，進化の過程で起こったであ

機能推定に対する，生物物理学的なアプローチだと私

ろう構造の微調整にある．既知のトポロジーをもつタ

は思っている．とすると，タンパク質のかたちを観察

ンパク質であっても，意外なところに挿入や欠失があ

して，対称性が高いとか，この部分が対称性を破壊し

ると，これはなんだろうと考え始めることがある．特

ているとか，ここに凹凸があるとか，この部分の可動

に挿入部分がループになっており，タンパク質の機能

性が高いなどと，立体構造を愛でるのは，その第 1 歩

部位と関係をもちそうな位置にあると，分子動力学計

であろう．

3

算をして関係を明らかにすることを考え始めておもし

日本から発信されたタンパク質の立体構造に焦点を

ろい．タンパク質の表面に目立った凹凸がある場合，

しぼったのは，日本の構造生物学（Structural Biology）

もっと極端にはトンネル構造がある場合には，そのタ

と 計 算 構 造 生 物 学（Computational Structural Biology）

ンパク質が低分子と相互作用している状況や，低分子

を知ってもらいたいためであった．タンパク質立体構

を輸送している状況が想像できておもしろい．想像の

造に寸評を加えながら連載することで，日本から重要

域にとどめずに，シミュレーションを実行してみよう

なタンパク質の立体構造がたくさん発信されているこ

と考えるようになる．

とがよくわかる．名が通った海外のジャーナルに掲載

どのようなタンパク質にも，当然ながらそれぞれの

されたことや，論文数がたくさんあることを物差しと

ストーリーがある．36 個のタンパク質は，いち計算

して，研究の中身が評価されることが多くなっている

構造生物学者がもつ上記主観に基づいて選んだ立体構

が，そうではなくて，このタンパク質の立体構造はお

造にすぎない．私自身がおもしろい構造だと思って書

もしろいからよいとか，このタンパク質の立体構造は

いているためであろう，「タンパク質立体構造散歩」

美しいからよい，あるいは，このタンパク質立体構造

の初期の原稿を編集してくださった方からは，
「タン

は創造力をかきたててよいなどと，もっと人間本来の

パク質のかたちに対する愛が文章からにじみ出てい

主観性を取り戻して，タンパク質立体構造研究を見て

る」とほめていただいたことを今でも覚えている．も

みたかった．そうすることで，日本での優れた研究

ともと文章を書くのが非常に下手なのであるが，下手

を，自信をもってもっと発信することができるように

でも気持ちを入れて量を書けば，他人に通じる文章が

なれると思っている．

書けるようになるのだと確信した瞬間であった．

以上の思いを込めて，埋め草「タンパク質立体構造

生物がもつゲノム塩基配列をどんどん読み取ること

散歩」をもう 1 つだけ書いて，本会誌に掲載してもら

ができるようになり，ゲノムにコードされているタン

うことにした．計算構造生物学で研究をされているど

パク質のアミノ酸配列が簡単にわかるようになったに

なたかが，執筆を引き継いでくださると，私としては

もかかわらず，そのタンパク質が細胞中で何をしてい

たいへんうれしい次第である．

るのかを知るためには，いまだに膨大な実験が必要で
ある．構造バイオインフォマティクスは，アミノ酸配

由良 敬（ゆら けい）
お茶の水女子大学大学院教授，同生命情報学教育研究センター長
1988 年早稲田大学大学院理工学部応用物理学科卒業，93 年名古
屋大学大学院理学研究科博士後期課程修了，99 年博士（理学）
，
2008 年 4 月より現職．
研究内容：転写後翻訳前の計算構造生物学，DNA 修復関連タンパ
ク質の生命情報学，タンパク質立体構造予測
連絡先：〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
E-mail: yura.kei@ocha.ac.jp
URL: http://cib.cf.ocha.ac.jp/~yura/

列やタンパク質の立体構造から，そのタンパク質の機
能を推定することを目標の 1 つに掲げている．目標を
掲げた当初から，この目標を達成することは容易では
ないと考えられており，現在では確かにその通りであ
ることが広く認識されている．タンパク質の機能を知
るためには，タンパク質の立体構造情報が必要なのか
という問いが発せられることすらある．タンパク質の
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日本生物物理学会50周年記念講演会報告
光岡

薫

日本生物物理学会50周年記念講演会実行委員長 / 産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター

次 に Asian Biophysics Association の Dr. Benjamin H.

. はじめに

Peng 会長の挨拶では，沖縄で年会と共催で行われた

2010 年 12 月 2 日に，日本科学未来館みらい CAN

The 5th East Asian Symposium on Biophysics の 印 象 と し

ホールで，136 名の参加者を集めて，50 周年記念講演

て，多様なバックグランドの研究者が集まり，日本を

会が行われました．私は，その講演会に実行委員会委

超えて分野の発展に貢献しているという評価をいただ

員長としてかかわりました．しかし，ここでは 1 人の

きました．国際純粋・応用生物物理学連合の永山國昭

聴衆として，その講演会の概略と私がそこで考えたこ

会長からは，世界の生物物理学会の状況紹介がありま

となどをまとめてみました．おもに私個人の感想で，

した．地域連合化が進んでいる中で，最先端の研究を

客観的なまとめではまったくありません．そのような

進めるだけでなく，学問の底辺を広げ，アジアのなか

形にすることで，読んでいただいた皆様に，記念講演

での存在感を示す必要性が強調されました．私として

会の雰囲気が伝わり，今後の研究生活について考える

は，アジアから学生や研究者が日本に来て，一緒に研

機会となったならたいへんうれしく思います．

究ができるとよいと思いました．

. 第 1 部 記念式典

. 第 2 部 記念講演

記念講演会は，記念式典，記念講演，パネルディス

第 2 部は，大阪大学大学院生命機能研究科の柳田敏

カッションの 3 部から構成されていました．最初の第

雄特任教授と名古屋大学大学院工学研究科の美宅成樹

1 部は，約 1 時間の記念式典でした．まず，片岡幹雄

教授の 30 分ずつの講演でした．前者は，「1 分子計測

会長が学会設立の趣旨や現在までの成果について簡単

からシステムへ：複雑動システムを理解する新概念」

な紹介を行いました．来賓の文部科学省研究振興局の

というタイトルで，今までの研究で明らかになった生

倉持隆雄局長からの挨拶では，事業仕分けにも言及し

命システムの特徴と，今後の研究の紹介を行いまし

て，今後は，最先端の科学により何がわかり，どのよ

た．まず今後の研究として，計測，モデル作成，再構

うな応用ができるかを，一般の社会に発信していくこ

成系の確立などの生命動態システム科学を進めていく

とが重要であるという部分が印象に残りました．

ことで，システムを理解するとともに，システムを自

次に日本学術会議の金澤一郎会長から挨拶があり，

在に操ることを可能とすることで，生命科学の進展を

日本の展望，学術からの提言 2010 をまとめたことが

めざすと紹介されました．そして，生命システムと人

紹介されました．また分科会の活動が，科研費分野メ

工システムの違いとして，エネルギーの利用効率が大

カノバイオロジーの創立につながったことや，国際化

きく異なり，分子動態ナノイメージングから，生体シ

を推進していることも紹介されました．科学技術推進

ステムは熱ゆらぎを利用しているのでエネルギー効率

機構の北澤宏一理事長の挨拶では，学問の自由に応え

がよいとの示唆がなされました．そして，脳に関する

る科研費と社会からの期待に応える課題解決型基礎研

研究として，隠し絵などの認知に関する研究が紹介さ

究という話が印象的でした．今後はアウトリーチ活動

れ，それもボルツマン分布で記述され，ゆらぎを用い

が重要になるという考えは，倉持局長と共通するとこ

ていることが示唆されるという話は印象に残りまし

ろがあると思いました．

た．これらエネルギー効率がよいという生物特有の仕

Report on the 50-year Anniversary Meeting of the Biophysical Society of Japan
Kaoru MITSUOKA
Biomedicinal Information Research Center (BIRC), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
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発生生物学）から，発生生物学は統合生物学であると
いうコメントがあり，望月さん（専門：数理生物学）
からもさまざまな分野が連携して統合的理解をめざす
という話がありました．また階層性に関する言及もあ
り，階層を超えた統合的な理解が 1 つの流れと感じま
した．
次のキーワードは技術開発です．安田さん（専門：
細胞ネットワーク）から，自分たちで技術を作る重要
性のコメントがあり，神取さん（専門：光生物学）か

図1
パネルディスカッションの様子．左から神取秀樹（名古屋工業大
学），高橋淑子（奈良先端科学技術大学院大学）
，原田慶恵（京都
大学）
，望月敦史（理化学研究所）
，安田賢二（東京医科歯科大
学），若槻壮市（高エネルギー加速器研究機構），以上敬称略．

らも，GFP など新たな研究ツールの提供が新たな学
問分野の発展を支えるとの話がありました．後，1 つ
気になったのは，生物物理学会に新たな技術や分野を
奨励する雰囲気があるとのコメントの一方，仲良し
サークル的な感じで批判的な態度に欠け，それにより

組みから学ぶことで，ロボットの制御やインターネッ

年会などでの議論などに迫力が足りず物足りないとい

トの経路選択まで，実際的な応用にもつながる話があ

う意見がありました．

り，このように，生物から学ぶことは 1 つの出口とし

最後のキーワードは，オリジナルと新規性です．望

て有効だと思いました．

月さんから，生物から学ぶことでオリジナルな理論を

次のタイトルは，「ゲノムと 1 分子をつなぐ―秩序

構築できる可能性の話があり，若槻さん（専門：構造

のユニットは何か？―」で，生物物理の将来の 1 つの

生物学）からは，工学的なバックグランドから，解析

方向として，生命の設計図である DNA 情報から，そ

から創造する科学へというコメントがありました．新

の機能の理解をめざすという話でした．タンパク質の

規の知見からオリジナルな学問分野を創造していくと

ユニットを粗子化してとらえるという考え方で，進化

いう姿勢が，生物物理学会の特徴の 1 つであると感じ

などにかかわる事象が見えてくる例をいくつか紹介さ

ました．そのような姿勢を維持するためにも，原田さ

れました．1 つは，アミノ酸配列の電荷分布を解析す

ん（専門：イメージング）からの，生きているとはど

ることで，脊椎動物特有のタンパク質群を見つけるこ

ういうことかと初心に戻って研究したいというコメン

とができ，それは DNA 結合に関連しているタンパク

トが印象に残りました．学生が多い学会であるとの話

質と考えられるという話でした．次は，疎水性分布か

もあり，ディスカッションの最後は，若手からのコメ

らコイルドコイルの予測ができ，それから植物と動物

ントだったのも，生物物理学会の雰囲気を表していた

の分化の特徴が示唆されるという内容でした．ともに

と思います．

進化に関する興味深い知見で，私自身も最近は進化ま

. おわりに

で考えないと生命の特徴は理解しきれないと考えてい
るので，面白く聞くことができました．また，最後に

実行委員として，今田さん（阪大）
，岡崎さん（早

コイルドコイルの予測に関連して，その情報から構造

大），金城さん（北大），諏訪さん（産総研）
，野地さ

変化部位の予測もできることが紹介されました．

ん（東大）にご協力いただきました．講演会は，学会

. 第 3 部

の外への発信という側面があったと思いますが，会長

パネルディスカッション

室を中心にプレスリリースも作成し，いくつかの新聞

最後は，1 時間 30 分のパネルディスカッション「生

にも取りあげてもらいました．そのような社会への発

物物理，今後の 50 年」でした．まず司会の神取さん

信の重要性も，記念講演会から感じました．

から，ここでは先生でなく，さん付けでよぶこととす
るとの案内があったので，ここでも踏襲します．ま

光岡 薫（みつおか かおる）
産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター研究
チーム長
研究内容：電子顕微鏡による構造生物学
〒 135-0064 東京都江東区青海 2-3-26
E-mail: kaorum@ni.aist.go.jp

た，すべての内容を紹介するのはスペースの関係で無
理ですので，私が気になったキーワードで，パネリス
トのコメントを無理矢理まとめてみます．最初のキー
ワードは，統合と階層性です．高橋さん（専門：分子
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支 部 だより
2010 年度中部支部の活動について

桑島邦博（2010 年度支部長）
自然科学研究機構・
岡崎統合バイオサイエンスセンター

中部支部講演会集合写真（野依学術交流センター前にて）

はじめに
中部地区は日本における生物物理学発祥の地の 1 つ

とポスター発表に対して，それぞれ，優秀発表賞とポ

でもあり，現在でも，物理，化学，生物，工学，医

スター賞が設けられています．今回も，名古屋大学・

学，情報学などさまざまな分野で，生物物理の実験，

大学院工学研究科・博士課程 2 年の南慎太朗君に優秀

理論の研究グループが活躍しています．2005 年に支

発表賞が，名古屋大学・大学院理学研究科・博士課程

部のホームページ * を作成し，2009 年度には支部会員

3 年の野地智康君にポスター賞が贈呈されました．

のメーリングリストを作成して，支部活動の情報発信

講演会の最後には，毎回，中部支部総会が開催さ

と支部会員同士の情報交換に役立てています．支部活

れ，支部の活動状況の報告，会計報告，優秀発表賞と

動のおもなものは，各種セミナーや学術講演会の支

ポスター賞の表彰，次期支部長の選出などが行われま

援，および，毎年度 1 回開催される支部講演会の開催

す．今回の中部支部総会では，名古屋大学物理学教室

です．2009 年度は，2010 年 3 月 29-30 日の 2 日間，愛

の神山勉教授が次期支部長に選出されました．

知県岡崎市にある自然科学研究機構・岡崎コンファレ

以下に，中部支部講演会の集合写真とプログラムを

ンスセンターにて，2010 年度は，2011 年 3 月 30-31 日

掲載し，中部支部からの支部だよりとさせていただき

の 2 日間，名古屋大学・野依学術交流センターにて支

ます．

部講演会を開催しました．本稿では 2010 年度の支部
講演会のようすについて報告させていただきます．

2010 年度中部支部講演会発表演題

* 支部ホームページ URL:

口頭発表
レプリカ交換法を用いたアポミオグロビンのヘリックス形成順序
の比較
○阪口剛志，岡本祐幸（名大院・理）
カイコを利用した甘味受容体細胞外領域の大量発現系構築および
味覚修飾タンパク質クルクリンとの相互作用
○文庫有志 1，矢木宏和 1，雨宮瑛子 1，栗本英治 2，加藤晃一 1,3
（1 名市大院薬，2 名城大薬，3 岡崎統合バイオ）
ビブリオ菌べん毛モーターにおける H リングタンパク質 FlgT の相
互作用およびトポロジー解析
○小池雅文，小嶋誠司，本間道夫（名大院・理）
クリプトクロームにおける電子移動反応の理論的研究
○佐藤竜馬，倭剛久（名大院・理）
バクテリオロドプシンの Leu93 の役割に関する X 線結晶構造解析
○張進 1，山崎芳和 1，樋掛正則 1，村上緑 1，井原邦夫 2，神山
勉 1（1 名大院理・物質理学，2 名大・遺伝子実験施設）
ATPase やリン酸化状態に依存した KaiC の概日性構造変化
○ 向 山 厚 1,2， 村 山 依 子 1,2， 今 井 圭 子 1,2， 松 井 佑 介 1,2， 近 藤 孝
男 1,2，秋山修志 1,2,3,4（1 名大院・理，2 CREST/JST，3 理研・播磨，
4
PREST/JST）
Characterization and comparative study of the periplasmic region of
PomB, a Na-driven flagellar stator protein in Vibrio alginolyticus

http://bunshi4.bio.nagoya-u.ac.jp/~biophy-c/index.html

2010 年度日本生物物理学会中部支部講演会
中部支部講演会では，毎年，中部地区の会員が一堂
に会し，研究発表を通して互いの交流を深めていま
す．研究発表は口頭発表とポスター発表からなります
が，毎年，口頭発表約 20 件，ポスター発表約 10 件で，
口頭発表がポスター発表の倍近くあります．口頭発表
では，発表者が自分で講演時間を指定できるように
なっており，短いもので 10 分，最長で 30 分まで選べ
ます．支部講演会は，大学院生や若手ポストドクの研
究発表経験の場として大いに役立っており，これら若
手研究者の研究発表を奨励するため，優れた口頭発表
E-mail: kuwajima@ims.ac.jp
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○李娜 1,2，小嶋誠司 1，本間道夫 1（1 名大・院理，2 西北農林科技
大学）
Ligand-protein interaction studied by computer simulation and timeresolved x-ray crystallography
○都築峰幸 1,4，富田文菜 2，腰原伸也 2，足立伸一 3，倭剛久 1,4
（1 名大院理，2 東工大，3 高エネ研，4JST-CREST）
配列順序に依存しない蛋白質構造アラインメントの新規手法
○南慎太朗，澤田賢吾，千見寺浄慈（名大院・工）
高圧下におけるユビキチンの構造変化：焼き戻しシミュレーショ
ンによる研究
○森義治，岡本祐幸（名大院・理）
霊長類色覚視物質の内部結合水の構造解析
○片山耕大 1，古谷祐詞 1,2，今井啓雄 3，神取秀樹 1（1 名工大院
工，2 分子研生命錯体，3 京大霊長研）
Hydrogen-exchange studies of the free heptameric GroES
○Mahesh S. CHANDAK, Takashi NAKAMURA, Koki MAKABE,
Koichi KATO, Kunihiro KUWAJIMA (Okazaki Inst. Integr. Biosci.,
and Grad. Univ. Advan. Studies (Sokendai))
ポテンシャル面の変形によるマルチプルシークエンスアラインメ
ント（MSA）評価スコアの最適化
○澤田賢吾，南慎太朗，千見寺浄慈（名大院・工）
リガンド結合とタンパク質立体構造変化の関係の分類と注釈付け
○雨宮崇之 1,2，小池亮太郎 1，渕上壮太郎 2，池口満徳 2，木寺詔
紀 2,3（1 名大院・情報，2 横浜市大院・生命ナノ，3 理研・次世代
計算科学）
徐冷法と遺伝的アルゴリズムを組み合わせた分子の安定構造探索
法の提案について
○榮慶丈 1，廣安知之 2，三木光範 3，岡本祐幸 1,4（1 名大院・理，
2
同志社大・生命医，3 同志社大・理工，4 名大院・理・附属構造
生物学研究センター）
Effect of a positively charged Lysine group in the 105 position of Proteorhodopsin
○Tushar Kanti Maiti, Keisuke Yamada, Keiichi Inoue, Hideki
Kandori (Nagoya Institute of Technology)
Na 駆動型べん毛モーター固定子複合体のモーターへの集合機構
○小嶋誠司 1，野々山菜摘 1，竹川宜宏 1，福岡創 2，本間道夫 1
（1 名大・院理・生命理学，2 東北大・多元物質科学研究所）
NMR を用いたミトコンドリアジスルフィド結合導入タンパク質
Tim40 と FAD 結合型酸化酵素 Erv1 の相互作用様式の解明
○安西高廣，河野慎，若森育也，寺尾佳代子，遠藤斗志也（名
大院・理）
ハロロドプシンのアザイド結合の状態
○中西太市 1，金田創運 1，竹口優 1，村上緑 1，井原邦夫 2，神山
勉 1（1 名大・院理，2 名大遺伝子実験施設）
レプリカ交換法による膜たんぱく質の立体構造予測
○浦野諒，岡本祐幸（名大院・理）
赤外分光法でみる V 型 ATPase のイオン結合・解離に伴う構造変化

○古谷祐詞 1,2，村田武士 3，神取秀樹 4（1 分子研，2 総研大，3 千
葉大・院理，4 名工大・院工）
ポスター発表
時計タンパク質 KaiC の概日性分子鼓動
村山依子 1，向山厚 1,2，今井圭子 1,2，尾上靖宏 1,2，角田明菜 1，
野原淳志 1，石田達郎 1，前田雄一郎 1，寺内一姫 4，近藤孝男 1,2，
○秋山修志 1,2,3,5（1 名大・院理，2 CREST/JST，3 理研・播磨，4 立
命館・生命，5 PREST/JST）
SEIRA Spectroscopy of Halorhodopsin Monolayer Tethered on Gold
Surface
○Hao Guo1,2, Tetsunari Kimura1,2, Yuji Furutani1,2 (1Dept. Struct.
Mol. Sci., Grad. Univ. Advan. Studies, 2IMS)
脂質二重膜のレプリカ交換分子動力学によるシミュレーション
○永井哲郎 1，岡本祐幸 1,2（1 名大院・理，2 名大院・理・附属構
造生物学研究センター）
溶液 NMR を用いた FliG の動的構造変化の解明に向けて
○郷原瑞樹 1，吉住怜 1，服部良一 2,3，児嶋長次郎 2,3，本間道夫 1
（1 名大院・理，2 阪大・蛋白研，3 奈良先端大）
Outer surface protein A のフォールディング機構
○真壁幸樹，Debanjan Dhar，中村敬，桑島邦博（岡崎統合バイ
オ）
Dissecting a bimolecular process of ATP binding to the chaperonin
GroEL
○Jin Chen1, Koki Makabe1,2, Takashi Nakamura1, Tomonao
Inobe3, Kunihiro Kuwajima1,2,3 (1Okazaki Inst. Integr. Biosci, 2Dept.
Funct. Mol. Sci., Grad. Univ. Advan. Studies (Sokendai), 3Dept.
Phys., Univ. Tokyo)
アポミオグロビンのフォールディングの pH 依存性
○水上琢也，槇亙介（名大院・理）
P8 細菌の走光性に関わるタンパク質の相互作用解析
○割石学 1，鈴木大介 1，本間道夫 1，須藤雄気 1,2（1 名大院・理・
生命理学，2 さきがけ・JST）
ミトコンドリア内膜トランスロケータ構成因子 Tim50 の構造解析
○石丸雄基，河野慎，遠藤斗志也（名大院・理）
Na 駆動型べん毛モーターの固定子 PomA/B 複合体の膜貫通領域
に保存された PomB-F22 の役割
○寺内尭史 1，寺島浩行 2，小嶋誠司 1，本間道夫 1（1 名大・院
理・生命理，2 コーネル大・医学校）
拡張アンサンブル法分子動力学計算による，GroEL の ATP 結合平
均力ポテンシャル評価
○葛巻亜弥子，岡本祐幸（名大院・理）
光化学系 II ―金ナノ粒子複合体の形成
○野地智康 1，鈴木博行 2，五藤俊明 1，岩井雅子 3，池内昌彦 4，
鞆達也 2，野口巧 1（1 名大院・理，2 東京理科大・理，3 東京理科
大・理工，4 東大・総合文化）
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研究会開催報告
前置きが期せずして長くなってしまいましたが，ま
ず活動報告を致します．関東支部では，昨年の 12 月

若 手 の 声

4 日に，東京大駒場キャンパスにて「分子，細胞，組

関東支部のこれまでと，これから

を行いました．発生，運動など生命にとってさまざま

近藤洋平

組織それぞれのスケールにおいて 1 人ずつ講演しても

織のスケールで見る，力とその役割」と題した研究会
な局面で重要になってくる力について，分子，細胞，
らおうというものです．講演者（敬称略）
，講演題目

東京大学総合文化研究科広域科学専攻

はそれぞれ次のようなものでした．
組織のスケール：杉村薫（理研 BSI）
「応力場を介した上皮形態形成の多階層ダイナミク
ス」

はじめに
生物物理学若手の会関東支部にて支部長を努めてい

細胞のスケール：板橋岳志（早稲田大学先進理工学部）

ます，近藤洋平です．関東での支部長は年度ごとの交

「細胞分裂の力学応答：実際にいじってわかる細胞

代 制 を と っ て い ま す の で， 原 稿 執 筆 時 点（2011 年

分裂機構」

3 月 20 日）からすると，退任まであと 2 週間弱とい
うところになりました．まだ院生である人間が何をい

分子のスケール：茅元司（東京大学大学院理学研究科）

うのかと思われるかもしれませんが，この生物物理学

「骨格筋ミオシン 1 分子の特性から見えてきた，筋

という世界に入ってからそこそこの時間が経ち，最近

肉の巧みな収縮機構」

は自分がだいぶこの世界になじんできたのではないか
と感じています．院生になったばかりの頃の印象的な

当日最初の，杉村薫さんの講演では上皮組織におけ

1 つの出来事を紹介させてください．それは修士 1 年

る応力場を推定する新たな手法について，またショウ

で参加した生物物理学会の年会で，ポスター会場を歩

ジョウバエ上皮組織の応力場の推定結果から見えてく

き回っていたときのことです．興味を惹かれたポス

る形態形成と力との関係について話していただきまし

ターの発表者の方と話していて，ある基本的な物理学

た．細胞スケールを担当していただいた板橋岳志さん

のテクニカルタームが通じませんでした．もちろん，

の講演は，紡錘体を in vitro で構成し，そのさまざま

特に学際領域とよばれる分野では，このようなお互い

な力学応答の計測を通して細胞分裂時のシグナル伝達

がカバーしている知識の範囲の不一致はよくあること

のメカニズムなどにまでせまるもので，多くの聴衆を

です．それは喜ばしいことですらありえます．しかし

引きつけていました．最後の，ミオシン 1 分子の非線

その用語が通じないという事態を想定すらしていな

形弾性を示した茅元司さんによる講演も，その名人芸

かったので，大いに驚いた記憶があります．同時に，

的な語りもあいまってかなりの盛り上がりを見せまし

僕と同じく院生になったばかりであった発表者も話し

た．終わってみると予定の終了時間を大幅に超過して

相手があまりに基本的なことを知らないので驚いてい

いたのも当然の結果だったといえます．小規模ながら

たようでしたが．つまり当時の僕は素朴にも，生物物

も熱のこもった研究会となりました．ただし，おそら

理学会とは生物を研究している物理学者の集まりだと

く会場でもっとも楽しんでいたのは僕だったでしょ

考えていたのです．生物，物理，学会という字面だけ

う．なぜならば，研究会のテーマおよび講演者の方を

見た結果です．自分のことながら素朴極まりないこと

今回すべて 1 人で独断によって決定したからで，今考

です．しかしその出来事は，現実の生物物理学会とは

えると申し訳ない思いに駆られます．しかし，参加者

多種の領域が集まった，適切に名付けるのも難しいも

の方たちからは講演に関してはもちろんのこと，研究

のであることに気づくきっかけになりました．

会の企画としても高評価をいただきました．望外の喜
びです．

E-mail: kondo@complex.c.u-tokyo.ac.jp
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院生の現在そして将来に非常に大きな影響を与える
（少なくとも多くの人がそう感じている）からです．
十分なデータを見つけられていないので，将来への影
響については明言を避けますが，一方で現在の状況に
与える影響が大きいというのは明らかです．研究費も
重要でしょうが今は研究奨励金に話を絞ります．これ
はいわゆる給料に相当するといっていいでしょう．院
生の生活を根本的に変える力をもっています．そして
それは特別研究員制度がめざしていることでもありま
す．事実，日本学術振興会の web サイト http://www.
jsps.go.jp/index.html には次のようにあります．
「特別研

関東支部セミナ（杉村薫さんの講演）＠東大駒場

究員制度は，我が国トップクラスの優れた若手研究者
に対して，自由な発想のもとに主体的に研究課題を選

予定されている活動について

びながら研究に専念する機会を与え，研究者の養成・

次に今後開催されるセミナへと話は移ります．そ

確保を図る制度です」と．この中の「専念する機会を

の，われわれ関東支部が 2011 年 3 月 26 日に行おうと

与え」というフレーズは「生活のためにアルバイトな

しているセミナは「学振に関する情報交換会」という

どをする必要がなくなる」ということを少なくとも部

ものです．ここでの「学振について」とは「日本学術

分的には意味していると解釈しています．これは大き

振興会の特別研究員制度について」という意味です．

な変化といえます．日本学生支援機構の奨学金と TA

とはいってもこの文章が人の目に触れる頃にはこのセ

などを含むアルバイトで生活している院生は多いと思

ミナは終わっているので，宣伝をしようという訳では

いますが，そのような生活は特に土地の高い場所では

ありません．ただ，このセミナへの参加希望者は開催

ギリギリといってよく，さらに後には多額の借金を残

の 1 週間前の段階においてすら，他の研究会に比べ明

します．それに比べると，特別研究員の生活は極端な

らかに多いこと，つまり多くの院生が上記の意味での

話住居や食事の内容から違ったものになりえますし，

「学振」にかなりの強い関心をもっていることは事実

そのような事例を見たこともあります．その生活面で

として書いておく意味があるでしょう．一方で，以下

のこれほど大きな違いは，
「学振に通ると x にも通り

ではセミナ主催者側がもっている，院生にとって「学

やすい」といった真偽の定かでないこととは別に，院

振」とは何かということを把握したい，という少々茫

生の将来へ影響を与えずにはおれないでしょう．将来

漠とした動機について書いていきたいと思います．

の給与は？

既婚率，離婚率は？

平均寿命は？

こ

こまで来ると冗談のようになってきますが，単に特別
院生の生活，将来にとっての「学振」

研究員制度というのが人生に与える影響を把握した

ここまでの話だけでは，
「学振に関する情報交換会」

い，ということを考えているのです．それは今多少大

とは，審査書類の書き方や，その後の面接のノウハウ

袈裟に書き連ねたように大きなものかも知れません

に関する情報交換を主な目的としたものと思われるか

し，案外小さいかも知れません．「特別研究員になど

も知れません．もちろんそういった面があるのは事実

採用されない方が将来はいい研究ができる」という趣

ですし，それを期待して参加する方も多いと想定して

旨の発言を聞いたこともあります．理由は聞きそこね

います．しかしそういった実際的な部分というか，セ

ましたが，もしかするとそれもまた真実なのかも知れ

ミナ参加への具体的なメリットを前面に押し出してい

ません．いずれにせよ，わからないというのが今の正

るのは参加者を増やすためという多分に戦略的な理由

直なところです．しかし，情報交換会の後には，少し

であり，主催の 1 人である僕はまた違った目的をもっ

はましになっていると期待しています．興味のある方

ています．それが，院生にとって学振とは何か，とい

は，いずれ「院生にとって学振とは何か」と僕に問う

うことなのです．こんなことを考えさせられるのは，

てみてください．答えられるようになっているとよい

特別研究員として採用されるかどうかということが，

のですが．
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東大教養学部，現：中央大理工学部）のサポートで，
この研究所で行われた光学顕微鏡法のコースに参加し
たことに始まる．2000 年の夏には，Rudolf Oldenbourg

海 外 だより

博士と彼の偏光顕微鏡でゾウリムシ収縮胞膜の観察を

Marine Biological Laboratory, Woods Hole,
Cellular Dynamics Program, 谷 研究室

内藤豊博士（筑波大学名誉教授）共々，1 ヵ月近く滞

するために，留学先のハワイ大学で一緒に仕事をした
在したこともあった．思えば，下田で多様な海産無脊
椎動物の臨海実習に心ときめかせていた学部学生のこ

谷 知己

ろから，大西洋のしずかな海に面した，この歴史ある

Marine Biological Laboratory Cellular Dynamics Program

生物学研究所に憧憬の念をもち続けていた．2008 年
の冬，この研究所の独立研究者のポジションに応募し，
幸運にも採用された．MBL でなかったら，私は海外
のポジションに応募する気は起こらなかったと思う．

はじめに

MBL の 1 年

「生物物理」の「海外だより」を書く機会をいただ

私がこの MBL に来てほぼ 1 年が経つ．MBL には，

いた．毎号に掲載されているこの「海外だより」は，

私 の よ う に 1 年 を 通 し て 在 籍 す る 研 究 者（resident

私も楽しんで読んでいた．学位を取得して海外の研究

researchers）と，主として夏に滞在する研究者（summer

室に留学し，日本の研究室とはひと味ちがう研究生活

researchers）がいる．夏の研究者たちは，6 月末ごろか

を紹介した記事や，あるいはその留学で業績を重ね，

ら MBL に小さな研究室を設置し，普段遠く離れた大

引き続いて海外で研究室を立ち上げた奮闘記もある．

学にいる同業の研究者や，異なる専門領域の研究者と

私は 1998 年から 2 年間，米国に留学した後に帰国し，

の交流，共同研究の可能性を求めて MBL に集う．こ

以後 10 年間，日本で研究者としての経験を積んだ．

の 時 期 に は Physiology, Embryology, Neurobiology な ど，

そして昨年 4 月から，米国で小さな研究室を立ち上げ

1 ヵ月以上続く夏の研究教育プログラムがいくつも並

た．このような選択肢もあるのかと，ポジティブに

行して進められる．この夏の MBL の活気は，尋常で

も，ネガティブにも，参考にしていただければと思う．

はない．サイエンスが本質的に，お祭りであることを
実感する．ところが 10 月ともなると，人影はめっき
りまばらとなり，MBL は浜辺の海の家よろしく，さ

Marine Biological Laboratory (MBL)
私は 2010 年春，5 年間あまり勤めていた北海道大

びしく取り残された感がある．今私がこの原稿を書い

学 を 辞 め て， 家 族 と と も に， 米 国 Massachusetts 州，

ている 2 月，ここには，夏の MBL と最も対極的な，

Cape Cod にある海辺の小さな町，Woods Hole に来た．

静かな冬の MBL がある．この不思議なカレンダーを

この町にある私の新しい職場，Marine Biological Labo-

めくりながら，われわれ MBL の通年研究者は研究を

ratory (MBL) は，生命科学におけるきわめて重要な発

続けている．夏の MBL での，優れた研究者との出会

見の舞台として，その歴史にしばしば登場する．この

いが，われわれの研究を進める原動力である．

研究所は，日本の生命科学者にとっても，ゆかりの深
い場所である．細胞分裂の基本モデルを提唱し，終戦

Learning from Happy Living Cells

直後，東大三崎臨海実験所を守るための手紙 “The last

私が所属する Cellular Dynamics Program の中心メン

one to go” を書いた團勝磨博士，戦後間もない頃，自

バーである井上信也博士，Rudolf Oldenbourg 博士は，

作の偏光顕微鏡を用いて細胞分裂を観察し，染色体分

細胞骨格や細胞膜など，細胞内のナノスケールの微細

離の基本原理を明らかにした井上信也博士，イクオリ

構造がもつ，きわめて微弱な複屈折性を高感度に検出

ンや GFP を発見した下村脩博士は，この研究所の歴

する光学顕微鏡法を確立してきた．彼らの顕微鏡法で

史に欠かすことのできない登場人物である．

は，これらの細胞内微細構造のダイナミクスを，標識

私と MBL とのかかわりは，1994 年，博士課程 1 年生

や染色を施さない，生細胞内で観察することが可能で

のころに，私の指導教官だった上村慎治博士（当時：

ある．彼らの研究の根柢には，“Learning from Happy
Living Cells” という考え方がある．それは，細胞のさ
まざまな生命現象の根柢にあるからくりを，細胞自身

E-mail: ttani@mbl.edu
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が観察されていることを忘れるような

自然な姿

で

観ることだと，私は理解している．今日喧しいバイオ
イメージングを世に広めた原動力は，GFP 技術であ
り，レーザー光を駆使した蛍光顕微鏡技術であった．
私 は 原 田 慶 恵 博 士（当 時：東 京 都 臨 床 研， 現：京 大
iCeMS）や佐甲靖志博士（当時：阪大医学部，現：理研
基幹研）に生体分子の 1 分子操作・1 分子観察技術を
学び，さらに永井健治博士（北大電子研）に FRET を
はじめとしたさまざまな GFP 技術の面白さを教わっ
た．このような生体現象の可視化技術は，対象となる
生物にしばしば，過酷な観察条件を科すことがある．

2011 年現在の研究室メンバー．谷真紀（左）
，筆者（右）
．

Learning from Happy Living Cells と い う 姿 勢 は， 蛍 光
1 分子観察や，GFP 技術を用いた蛍光顕微鏡観察にお
いて，最も重要であることを，私は今強く再認識して

識した細胞骨格タンパク質分子の配向を観察する方法

いる．

としても優れている．彼は，Dartmouth College の細胞
生物学者 Amy Gladfelter 博士と共に，GFP 標識した細

身近な MBL 研究者の紹介

胞骨格分子の分子配向イメージングを進めている．私

井上信也博士は今年で 90 歳である．昨年夏から私

はこの 2 人と共に，分子の 3 次元方向を 1 分子単位で

は，彼の指導の下，毎週水曜日の午後に他の数人の研

観察することにより，タンパク質の構造変化や超分子

究者とともに，彼の研究室に設置された偏光顕微鏡，

の解離会合のダイナミクスを可視化する光学顕微鏡技

Shinya Scope を実際に使うトレーニングを受けている．

術の開発を進めている．

実際に見て触れて，動かして学ぶ Shinya Scope は，光

Michael Shribak 博士は偏光光学の専門家で，10 年

学顕微鏡の開発から研究を始める生物学研究者にとっ

前，私が MBL に短期滞在した折には，ベラルーシか

て，かけがえのない豊かな知恵の宝庫である．

ら MBL に着任したばかりだった．彼が最近開発した

Rudolf Oldenbourg 博士は，液晶技術を駆使した新型

新 し い 微 分 干 渉 顕 微 鏡，Orientation Independent DIC

偏光顕微鏡，LC-PolScope を開発した研究者である．

(OI-DIC) は，観察対象の光学密度（乾燥質量）を定

彼が確立した細胞内複屈折構造の顕微鏡法は，蛍光標

量的に計測できる，優れた光学顕微鏡法である．彼と
私は，遺伝研の前島一博博士とともにこの OI-DIC を
用いて，生細胞核内における染色体の空間分布や凝集
のダイナミクスを

無染色

で観察している．

われわれ自身の研究室では，蛍光偏光を利用した
1 分子の向き

の観察法を用いて，神経細胞の膜受

容体や，さまざまな細胞運動を司る細胞骨格タンパク
質構造変化のダイナミクスを，生きた培養細胞や，脳
スライス組織の中で実時間観察する研究を進めてい
る．小さな研究室ではあるが，Happy Living Cells の観
察を通して見える生命と物質のはざまを，腑に落ちる
ような理解で結びつけたいと思っている．
追記）この原稿を仕上げようとする折に，東日本大震
災があった．多くの命が失われ，多くの物が瓦礫に変

井上信也博士（右）の 90 歳の祝賀パーティーにて．左は
Rudolf Oldenbourg 博士．井上博士がこれまでに観察した細
胞が由来する生物（一部）を，初代 Shinya Scope を中心に描
いた絵皿（絵はわれわれ CDP メンバーが描いた）をプレゼ
ントしたところ．

わった．被災された方々に深く哀悼の意を表するとと
もに，日本から離れたわれわれができることを考えて
いる．
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ジゴキシゲニン
Digoxigenin
ステロイドの一種であり，分子サイズが小さいこ
と，生体分子に結合させることが比較的容易であ
ること，ジゴキシゲニンを検出する抗体が存在す
ることなどから，生化学実験における研究ツール
として幅広く活用されている．
（130 ページ）
（新田）

ガンマ分布
Gamma distribution
ガンマ分布は，2 つのパラメータをもつ連続確率
分布の一種である．確率密度関数は図 2b のよう
に表され，単調減少関数かピークをもった関数の
いずれかの形を取る．指数関数に従う確率変数の
和の分布に等しく，たとえば製品の寿命や，プロ
セスの待ち時間の分布確率のモデルとしてよく用
いられる．
（136 ページ）
（谷口）

酸化還元電位
Redox potential
ある分子の酸化体・還元体の活量（濃度）比が
1 対 1 となるときの平衡電位を指し，この電位が
高い分子ほど他から電子を奪う力（酸化する力）
が強いといえる．電気化学計測で得られるのは正
しくは式量電位（記号 E）というが，酸化・還元
の 中 間 点 と い う こ と で 中 点 電 位（midpoint
potential, Em）と記述されることも多い．
（134 ページ）
（加藤ら）

非弾性散乱
Inelastic scattering
散乱現象は，中性子などの量子ビームと物質の相
互作用により起こるが，その際，エネルギーのや
り取りのない場合を弾性散乱，ある場合を非弾性
散乱とよぶ．非弾性散乱において，散乱された量
子ビームのエネルギー変化を調べることにより物
質の運動状態に関する情報が得られる．
（139 ページ）
（藤原）

ポテンショスタット
Potentiostat
電気化学測定用機器の 1 つで，基準電極に対して
試験電極の電位を任意の値で一定に制御できる．
ある電位に設定した際，両電極間に電流が流れる
と実際の電位は設定値からずれてしまうが，電流
を対極とよばれる補助的な電極と試験電極の間に
流すことで，ずれが生じないような仕組みになっ
ており，こうした測定系を 3 電極系という．
（135 ページ）
（加藤ら）

最高被占軌道（HOMO）と最低空軌道（LUMO）
Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO), Lowest
Unoccupied Molecular Orbital (LUMO)
レチナールの HOMO と LUMO は，レチナール色
素の Hartree-Fock 方程式を解いて得られた分子軌
道である．電子によって占有されている分子軌道
のうち，最もエネルギーの高い軌道を HOMO とい
う．電子に占有されていない分子軌道のうち，最
もエネルギーの低い軌道を LUMO という．
（141 ページ）
（藤本）

※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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Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds (Sixth Edition)
by Kazuo Nakamoto
WILEY (2009) ISBN 978-0-471-74493-1

金属イオンと生体分子の相互作用は近年生物物理
の世界でもますます重要になりつつあるが，そのよ
うな問題に出くわしたときに役立つ本である．著者
は 1953 年 に 阪 大 で 理 学 博 士 を と り，1958 年 に
Clark University，1961 年 に Illinois Institute of Technology，1969 年に Marquette University で仕事をさ
れた．Marquette Univ. では Wehr Professor の称号を
受けられた最初の教授である．この本は金属錯体の
振動スペクトルの最も包括的な教科書として有名で，
初版は 1963 年だが 1996 年の第 5 版以来 2 冊になっ
た．それによりヘムタンパク質などの金属タンパク
質がかなり詳しく取り上げられ，第 6 版が 2009 年
に出されるにあたって多くの引用文献が追加されて
いる．最新の情報を取り込んだ教科書である．

Part A の Chap.1 は 基 準 振 動 の 基 本 が 説 明 さ れ，
DFT (Density Functional Theory) 計 算 も 含 ま れ る．
Chap.2 では各種無機化合物（塩）の振動スペクト
ルが原子数と構造タイプで分類されている．Part B
の Chap.1 は金属錯体，Chap.2 は有機金属化合物，
Chap.3 が生物無機化学への応用で，ここでは金属
タンパク質とその活性部位のモデル化合物が取り上
げられている．この章にシスプラチンなど金属と核
酸との相互作用も含まれるが，それらは別の DrugDNA Interactions: Structures and Spectra (John-Wiley,
2008, M.Tsuboi, G. D. Strahan, K. Nakamoto) で詳し
く述べられているので，紹介しておく．
（兵庫県立大・院・生命理学研究科 北川禎三）
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スプライシング・エンドヌクレアーゼ EndA
Splicing endonuclease EndA
mRNA 以外の RNA が注目されるようになって久
しい．想像をはるかに越える RNA が，細胞の中で
さまざまな役割をしていることが明らかになって
きている．これらの RNA は転写されてすぐに役割
を果たし始めるわけではなく，タンパク質によっ
てさまざまな加工を受けてから，仕事を始める．
RNA とタンパク質の相互作用を理解しなければな
らない所以である．タンパク質による RNA の加工
のうち，tRNA の 5 および 3 末端の加工，および
tRNA のイントロンの切り出しは，古くから知られ
ている．おもに古細菌のイントロン切り出しを行
うエンドヌクレアーゼ EndA は，その多量体構造
の違いから 3 種類に分けられる．ホモ 4 量体，ホ
モ 2 量 体， そ し て ヘ テ ロ 2 量 体 が 2 量 体 を 形 成
するヘテロ 4 量体である．このうちクレンアーキ
オータ門とナノアーキオータ門に属する古細菌は
ヘテロ 4 量体の EndA をもっている．多量体構造
の違いは，切り出すイントロンの構造モチーフの
違いと対応しているらしい．クレンアーキオータ
門に属する古細菌のヘテロ 4 量体 EndA は，含ま
れるサブユニットの大きさでさらに 2 種類に分け
ることができる．ヘテロ 4 量体のすべてのサブユ
ニットがほぼ同じ大きさのグループ（サブファミ
リー A）と，2 つが他と比べて明らかに小さいグ
ループ（サブファミリー B）である．
ここに示すのは，tRNA にあるイントロンを切
り出すサブファミリー A のエンドヌクレアーゼ
EndA の立体構造である．実際には 4 量体である．
現在描かれている 2 量体を，面内を上下に走る軸
のまわりに 180 度回転し奥に配置すると，実際の
4 量体となる．左側が構造サブユニット，右側が
触媒サブユニット．それぞれの役割は異なってい

るが，かたちがよく似ていることが見てとれる．
アミノ酸配列も 20% 程度一致する．共通祖先由
来のタンパク質が別々の役割を果たすようになっ
たのであろう．左の構造サブユニットには 2 つの
ジスルフィド結合が存在するが，右の触媒サブユ
ニットにはない．右の触媒サブユニットには，切
断活性に重要な 3 個のアミノ酸残基（スティック
モデル）があるが，それらは左の構造サブユニッ
トにはない．左右のサブユニットの構造をよくよ
く比較してみると，左の触媒サブユニットには，
丸で囲んだ部分とその左隣のループが余分に存在
することがわかる．その上これらのループ付近に
は側鎖が正電荷を帯びているアルギニンやリジン
が複数個ある．あたかも tRNA と相互作用するた
めに存在しているループのようである．すぐそば
には触媒部位も存在するので，なおさらそのよう
に思える．どうやら tRNA の接触面をこちらに見
せているようである．tRNA との複合体構造が明ら
かになったときに，この観察の真偽のほどがわか
るに違いない (PDB1) ID: 3ajv2)).
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Okuda, M. et al. (2011) J. Mol. Biol. 405,
92-104.
(J. K.)
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科学技術 X の謎
塩瀬隆之，元木 環，水町衣里，戸田健太郎［編著］，京都大学総合博物館［監修］
化学同人，2010 年，A4 判，88 ページ，1,890 円（税込）
．
この本のタイトルはどこか推理小説のようであ
り，つられてなんとなくページをめくってしまうと
見事に心を掴まれてしまいます．本書は 2010 年に
京都大学総合博物館の企画展の開催に合わせて編集
された本であります．本を開くと X 線でとられたさ
まざまな画像が掲載されていて画集のようにも見
え，それだけでも結構楽しめますが，他の内容もも
ちろん優れています．私は大学などで放射線関連の
講義をすることがありますが，恥ずかしながら日本
における X 線研究の始まりについて詳しいことはこ
れを読むまで知りませんでした．京都大学の村岡範
為馳博士が，レントゲン博士のノーベル賞授賞式に
唯一招待された日本人であったことなど目新しいこ
とが多く，鳥のミイラが寄贈されてから 100 年あま
りたってからその種類が判明したことなどのエピ
ソードも興味深いものばかり．取材を通した研究現
場の紹介なども，とても好奇心を刺激してくれま
す．一応，放射線関連の啓蒙書の類はいろいろ読ん
できたつもりでありましたが，新しく知ること，そ
れも大変面白いことを知ることができ得をした気分
になりました．薄手の本でもあり，基本的なことは
丁寧に説明されていて，どんな分野の人でも気楽に
読めます．著者らは高校生時代にこの本に出会って

いたら X 線の研究者になっていたかもといっている
が，これを読んで他分野での研究者の方が X 線，放
射線に興味をもち参入するキッカケにもなりうる本
だといえます．いろいろな見方（眺め方）で X の謎
に迫っていただきたい．
（放射線医学総合研 中島徹夫）

