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真核細胞では，核膜を貫通する高分子輸送チャネルである核膜孔複合体を通して，核と細胞質の間でさかんに高分子が能動輸
送されている．本稿では代表的な核外輸送受容体 CRM1 を例にとり，運び屋タンパク質と積み荷高分子の相互作用が巧みに制
御されることにより輸送の方向性が決定づけられる機構の構造基盤を概説する．
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神経回路形成過程の神経細胞から伸びる軸索突起先端部（成長円錐）は，細胞外に呈示される多彩な軸索ガイダンス因子に誘
引／反発されることで正しい標的まで辿り着く．最近のわれわれの研究により，成長円錐がガイダンス因子を受容し，自らの
進路を転換させるための細胞内メカニズムの全貌が明らかになってきた．
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フォルミンはアクチン線維の反矢じり端に結合し，プロセッシブに線維を伸長するタンパク質である．本稿では，著者らが単
分子蛍光偏光を用いて観察したアクチン重合時のフォルミンの回転運動を紹介する．さらにこの回転運動が導く新たなアクチ
ンターンオーバーの可能性についても考察する．



分子認識の統計力学と生体機能

Functions of Biomolecule Revealed by Statistical Mechanics of Molecular Recognition

吉田紀生
清田泰臣

YOSHIDA, N.
KIYOTA, Y.

丸山 豊 MARUYAMA, Y. PHONGPHANPHANEE Saree
平田文男 HIRATA, F.

PHONGPHANPHANEE, S.

最近，われわれは液体の統計力学理論（3D-RISM/RISM 理論）を用いた生体分子の分子認識を解析する手法を開発した．
3D-RISM/RISM 理論は液体の統計力学に基づく理論であり，シミュレーションなどとは異なるアプローチが可能である．本稿
では理論の概要とともに，この理論をタンパク質の小分子認識に応用したいくつかの研究例を紹介する．

※本文中「
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複素ベクトル空間において，生物のかたちをしたロボットをイ
メージしてみよう。この「量子ロボット」は，進化という独自の
曲率を有しており，局所には X 線回折や NMR で決定されるタン
パク質立体構造などを表現できる「物理」的空間が付随している。
たとえばプリオンの立体構造は進化途上の一点では決定できる
が，実際には周囲の環境と相互作用しながら立体構造が進化する
ため，個体から個体に感染するたびにその潜伏期が短縮する。進
化のトラジェクトリーが，密度行列の非対角に位置し，生成と消
滅を繰り返すのが「量子ロボット」と思えば想像がつく。千年に
一度，まれにおきる致死的イベントは，そのかたちにどのような
拘束条件を与えるのだろうか？

また，遺伝形式が発生する原動

力は，ランダムな選択圧だろうか？
「量子ロボット」の部品としてのタンパク質が，何らかの立体
構造変化を行う場合を考えてみよう。水素結合や疎水結合のペア
をあまり大きく変化させずに，滑らかに立体構造を変形させるこ

量子ロボット
巻／頭／言

とができる場合は，ライデマイスター移動に相当するだろう。一
方，ペアを途中で組みかえる必要があっても，最終的にはペアが
変化しない場合は，非可換幾何空間で記述可能であろう。
現在まで素数を発生する物理的なシステムの具体例は知られて
いない（計算機を除く）そうである。しかし，素数年の周期で羽
化するセミ（素数ゼミ）が存在することはあまりにも有名だ。進
化の結果といってしまえばそれまでかもしれないが，では進化し
たセミは土の中でいったいどのようにして

素数

年を数えてい

るのだろうか？
「量子ロボット」はわれわれにとって，案外なじみ深いものか
もしれない。たぶん小学校の算数の授業のように，そこでは
たち

や

かず

か

が自在に生み出されていることだろう。

このような「量子ロボット」の作用理論と設計技術を確立し，
人の病気の治療などに応用することが，今後の研究テーマの 1 つ
でもある。

桑田一夫，Kazuo KUWATA
岐阜大学，教授
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解説

核―細胞質間高分子輸送の構造生物学
松浦能行

名古屋大学大学院理学研究科

Active transport of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm is mediated by transport receptors (carriers)
that facilitate the passage of specific cargoes through the nuclear pore complexes. All of the nuclear transport pathways
are based on a common principle: translocation across the nuclear pore appears to be reversible, and the directionality of
transport depends on assembly of cargo-carrier complexes on one side of the nuclear envelope and disassembly of the
transport complexes on the other side. This review highlights recent progress in understanding the structural basis of
nuclear transport, especially in terms of CRM1-mediated nuclear export.
nuclear transport / Ran GTPase / importin / exportin / nuclear pore / nucleoporin

1.

真核細胞にはさまざまな核輸送受容体が存在する．

核―細胞質間輸送の基本原理

これまでに同定された核輸送受容体の大多数は
karyopherin-β ファミリーに属するタンパク質群であ

真核細胞においては，核と細胞質が核膜によって隔
てられているため，核内で機能するすべてのタンパク

る．このファミリーに属する核輸送受容体としては，

質（ヒストンや転写因子，DNA 複製・修復因子など）

たとえばヒトでは少なくとも 20 個以上同定されてお

は，細胞質で合成された後に核内に輸送される必要が

り，輸送の方向性によって importin あるいは exportin

ある．また逆に核で転写されてプロセシングを終えた

と総称されている．importin は細胞質から核への輸送

RNA（mRNA や tRNA など）や，核内で不要になった

（核内輸送）を担い，exportin は核から細胞質への輸送

因子（役割を終えた転写因子など），核小体で組み立

（核外輸送）を担う．例外的に karyopherin- ファミリー

てられたリボソームサブユニットなどは核から細胞質

に属さない核輸送受容体としては，Ran（後述）の核

に輸送されなければならない．このような核―細胞質

内輸送を担うタンパク質 NTF2 と，mRNA の核外輸

間高分子輸送は，核膜孔を通して起こる能動輸送であ

送を担うタンパク質複合体 TAP:p15 が知られている．

り，真核生物のありとあらゆる生理機能の基盤となる

これまでに同定された核輸送受容体は，
「核膜孔複

重要なプロセスである．

合体構成タンパク質群（ヌクレオポリン）の多くがも

核膜を貫通する核膜孔は約 500 個ものタンパク質が

つ天然変性領域に存在する FG リピート（Phe-Gly と

集まってできた核膜孔複合体によって形成されてい

いう配列が，親水性のリンカーを介して反復したアミ

る．核膜孔複合体は分子量 6 千万〜 1 億 2 千万の超分

ノ酸配列）との相互作用により核膜孔を通過する能力

子複合体であり，高分子輸送チャネルとして独特の性

をもつ」という点で共通している．ただし核輸送受容

質をもつ．イオンや分子量 2 〜 3 万程度の小さなタン

体の核膜孔通過は可逆であり

パク質は自由拡散で核膜孔を通過できるものの，分子

グによれば，核膜孔内部の核輸送受容体の動きはラン

量 4 万以上の高分子は，通常はそれ自身では核膜孔を

ダムウォークに近い 4)．核輸送受容体と FG リピート

通過できず，核輸送受容体（核膜孔を通過する能力を

の相互作用の自由エネルギーは，核膜孔を通過する際

もつ可溶性タンパク質）と複合体を形成することに

のエネルギー障壁を下げる役割をしており，核→細胞

よって核膜孔を通り抜けることができる 1)．

質と細胞質→核という両方向の動きをどちらも促進す

2), 3)

，1 分子イメージン

ると思われる 5)．これは酵素が化学反応の活性化エネ

核輸送受容体は輸送基質（cargo，核と細胞質の間
で運ばれるタンパク質や RNA）がもつ輸送シグナル

ルギーを下げることにより，順方向（基質→生成物）

を特異的に認識する．輸送基質の多様性に対応して，

と逆方向の反応速度をどちらも高めるのと似ている．

Structural Biology of Macromolecular Transport into and out of the Cell Nucleus
Yoshiyuki MATSUURA
Graduate School of Science, Nagoya University
※図 1 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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輸送の方向性は，次のように輸送受容体と輸送基質の

が で き る． 逆 に exportin は 核 内 で 安 定 に 存 在 す る

結合・解離が空間的に制御されることによって決ま

RanGTP と共同して輸送基質を結合し，細胞質に運

る．
（i）核内輸送の場合，細胞質では核内輸送受容体

ぶ．どちらの場合も，輸送受容体からの輸送基質の解

と輸送基質が安定に結合し，核では核内輸送受容体か

離反応が，輸送基質が核膜孔を通って逆戻りするのを

ら輸送基質が速やかに解離する．（ii）核外輸送の場合

防ぐラチェット（ratchet，爪車の爪）の役割をしてお

は逆に，核では核外輸送受容体と輸送基質が安定に結

り，この輸送は本質的に Brownian ラチェット機構に

合し，この複合体は細胞質では解体される．

よると考えることができる．輸送サイクルと共役して

karyopherin- ファミリーに属する importin, exportin

いる Ran による GTP 加水分解が輸送の駆動力となっ

と輸送基質の結合・解離は低分子量 G タンパク質 Ran

ており，核輸送受容体は輸送基質の濃度勾配に逆らっ

（Ras-related nuclear protein）と Ran 結合タンパク質群に

て輸送基質を運ぶことができる．

よ っ て 制 御 さ れ て い る（図 1）．Ran は GTP 結 合 型

importin の場合も exportin の場合も，輸送サイクル

（RanGTP）と GDP 結合型（RanGDP）では異なるコン

に伴って Ran が核から細胞質に運び出されるため，

フォメーションをとり，この構造変化が他の高分子と

輸送サイクルが効率よく回るためには Ran を細胞質

の相互作用を制御する 6)．核―細胞質間輸送に方向性

から核に速やかに戻す必要がある．この Ran のリサ

をもたらす決定的な要因は，「Ran のヌクレオチド交

イ ク ル を 担 う の が NTF2（前 述） で あ る．NTF2 は

換を促進するタンパク質 RCC1 が核に局在し，Ran に

RanGDP と特異的に結合するが RanGTP とは結合しな

よる GTP 加水分解を促進するタンパク質群（RanGAP，

い． 細 胞 質 で 形 成 さ れ た NTF2:RanGDP 複 合 体 は

RanBP1，後述）が細胞質に局在する．よって Ran は，

NTF2 と核膜孔のヌクレオポリン中の FG リピートと

核ではおもに RanGTP として存在し，細胞質ではおも

の相互作用によって核膜孔を通過し，核内で RCC1 の

に RanGDP となっている」ということである．

作用により Ran が GTP 結合型になると同時に NTF2

importin や exportin は RanGTP と 特 異 的 に 結 合 し，

から解離する．フリーになった NTF2 は単独で細胞質

RanGDP とは結合しない．importin と輸送基質の結合

に戻ることができる．

は，RanGTP によって阻害されるので，細胞質では

importin や exportin による輸送経路と異なり，TAP:

importin は輸送基質と安定に結合できるが，核では

p15 による mRNA 核外輸送経路は Ran を直接利用し

RanGTP によって輸送基質が解離させられる．した

7)
ないという点で例外的である ．TAP:p15 の mRNA へ

がって importin は輸送基質を細胞質から核に運ぶこと

の結合は転写やスプライシングならびに 3 末端ポリ

図1
karyopherin- ファミリーに属する核輸送受容体群（importin, exportin）による核内輸送サイクルと核外輸送サイクルの模式図．核内では
Ran はおもに RanGTP の状態で存在し，細胞質では Ran による GTP 加水分解が促進されるということが，輸送の方向性を決定づける．核内
輸送でも核外輸送でも，輸送サイクルは Ran による GTP 加水分解と共役しており，これが輸送の駆動力となり，輸送基質（cargo）を濃度
勾配に逆らって運ぶことを可能にする．RCC1 やその他の Ran 結合タンパク質群（RanGAP や RanBP1）は図には示していない．また，Ran
は NTF2 によって細胞質から核にリサイクルされる．
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アデニル化と共役しており，スプライシングなど核内

3.

でのプロセシングが正常に完了した mRNA だけが核

CRM1 による核外輸送シグナル（NES）認識機構

外輸送されるという，一種の品質管理機能が mRNA

CRM1 による核外輸送では，まず核内で CRM1 が

核外輸送には備わっている．この巧妙な仕組みを実現

RanGTP 存在下で NES-cargo を認識して結合し，3 者

するには，Ran によって制御される exportin とは異な

複合体（核外輸送複合体）が形成される（図 2a）
．最

る特殊な核外輸送受容体が進化する必要があったのか

近，NES-cargo の 一 種 Snurportin 1（Spn1） に つ い て

もしれないが，とにかく TAP:p15 は FG リピートと相

CRM1 と RanGTP との複合体として結晶構造が 2.5 Å 分

互作用できることを除くと exportin との共通点はない．

解能で解かれ，CRM1 による NES 認識機構の理解が

細胞質で mRNA から TAP:p15 を解離させる因子とし

．CRM1 は 21 個の HEAT リピー
進んだ 10)（図 2b，左）

ては，DEAD-box RNA helicase が今のところ最も有力

トからなるリング状の構造をとる．HEAT リピート構

視 さ れ て お り，RNA helicase に よ る ATP 加 水 分 解 が

造は，逆平行の 2 本の -helix 対が単位となってくり

mRNA 核外輸送の駆動力になっている可能性がある．

返してできた構造のことで，隣り合う HEAT リピー

この分野の研究は 30 年以上前に始まり，過去 20 年

トどうしが次々に積み重なることにより全体として超

間に輸送因子の同定や構造解析が進んだ．メカニズム

らせん構造になることが多い 11)．HEAT リピートのよ

を解き明かす上で，特に X 線結晶解析の貢献が大き

うな超らせん構造をもつタンパク質は，分子量のわり

かった．本稿ではスペースの都合上，代表的な核外輸

には表面積が広く，多様な分子間相互作用を行う能力

送受容体 CRM1 に焦点を絞り，これまでの構造研究

をもち，特に真核生物で超分子複合体が形成される際

で明らかになった点を概説する．

の足場として機能することが多い．また，細長い分子
ゆえに柔らかさも兼ね備えていて，その柔らかさが結

2.

合解離の制御にうまく利用されている 12)．

CRM1 による核外輸送

一般的に，HEAT リピートタンパク質は，超らせん

最 も 主 要 な exportin で あ る CRM1（exportin1） は，

構造の内側にターゲットタンパク質を抱え込むように

Leu-rich 核 外 輸 送 シ グ ナ ル（nuclear export signal, NES

して強く結合することが多いが，外側表面もタンパク

と略称）をもつ輸送基質（NES-cargo）を認識して核

質間相互作用に利用される．CRM1 の場合，RanGTP

から細胞質に運び出す 8)．Leu-rich NES は，疎水性ア

は CRM1 の内側表面に広範囲で結合する．この結合

ミノ酸残基が適当な間隔でスペーサーをはさんでなら

は GTP の -phosphate のセンサーとして機能する Ran

んだ 10 残基程度の長さのシグナル配列であり，疎水

の switch I, switch II 領域の両方が GTP 結合型のコン

性アミノ酸残基としてロイシンが使われることが多

フォメーションをとっているときにのみ可能であ

い．CRM1 は exportin の中では最も多くの種類の輸送

る．これは CRM1 と Ran の結合が RanGTP に特異的

基質を輸送する．CRM1 による核外輸送は，核内から

であることの構造基盤である．一方，輸送基質（NES-

タンパク質を積極的に排除する必要がある場合によく

cargo）である Spn1 は CRM1 リングの外側に結合する．

見られ，CRM1 によるさまざまなキナーゼや転写因子

Spn1 は N 末端に Leu-rich NES をもっており，この中

の核外輸送が真核細胞の生理機能調節にとって重要で

の 5 つ の 疎 水 性 残 基 の 側 鎖 が，CRM1 外 側 表 面 の

ある例が多数知られている．また，CRM1 はタンパク

HEAT11 と 12 の 間 に 形 成 さ れ る 疎 水 性 の 溝 に あ る

質だけでなく RNA の核外輸送にも関与している 9)．

5 つの疎水性ポケットにはまるように結合する．この

この場合，Leu-rich NES をもつアダプタータンパク質

疎水性の溝には Spn1 だけでなく他の NES-cargo（PKI

が CRM1 と RNA の仲立ちをする．たとえば最初に

や Rev など）の NES も結合することが後に明らかに

NES 配列が見つかったタンパク質の 1 つである，HIV

なり 13)，CRM1 での一般的な NES 結合部位であると

ウイルスのタンパク質 Rev は，CRM1 が HIV ウイル

考えられている．

スのゲノム RNA を核外輸送するときのアダプタータ
ンパク質である．ゲノム RNA がイントロンを含むた

4.

めなのか，これは TAP:p15 による mRNA 核外輸送経

細胞質における CRM1 核外輸送複合体解体機構

路でなく CRM1 による核外輸送経路で運ばれる．そ

核から輸送された CRM1:NES-cargo:RanGTP 複合体

の他，small nuclear RNA（snRNA）やリボソームサブ

は細胞質中で解離する必要があるが，それには Ran

ユニットも，アダプタータンパク質を介して CRM1

結合タンパク質である RanGAP（GAP, GTPase activating

に結合し，核外輸送される．

protein）と RanBP1 が関与する．筆者らは蛍光共鳴エ
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ネルギー移動（FRET）を利用した反応速度測定系を

（図 2b，右）
，RanBP1 による NES 解離促進機構を明

用いた実験により，CRM1 と RanGTP から NES が自

ら か に し た 14)．CRM1:RanBP1:RanGTP 複 合 体 で は，

発的に解離する速度がきわめて遅く，RanGAP は NES

RanBP1 は RanGTP と広範囲で密接に接触しているが，

解離速度を高めることはできないが RanBP1 は NES

CRM1 とはわずかに接触しているにすぎず，RanBP1

解離速度を 2000 倍にも上昇させることを見出した

．

は NES 結合部位から遠く離れている．しかしこの複

14)

この速度論データとその他の知見から，細胞質での

合体では NES 結合部位の疎水性の溝が閉じており

CRM1 核外輸送複合体解体は次のような順番で起こる

（図 2c）
，RanBP1 は「CRM1 の構造変化を引き起こす

と考えられる（図 2a）．まず RanBP1 が NES を解離さ

ことで NES 結合部位を開いた状態（NES が結合でき

せて CRM1:RanBP1:RanGTP 複合体が形成され，これ

る状態）から閉じた状態へ変化させる」という，アロ

が CRM1 と RanBP1:RanGTP 複 合 体 に 解 離 す る と

ステリック機構により NES 解離を促進していること

RanGAP が作用して GTP が速やかに加水分解される．

が示唆される．

筆者らは細胞質での速やかな CRM1 核外輸送複合

CRM1:RanBP1:RanGTP 複 合 体 の 結 晶 構 造 と，

体解体に必須の反応中間体に相当する CRM1:RanBP1:

CRM1:NES-cargo:RanGTP 複 合 体 の 結 晶 構 造（図 2b，

RanGTP 複 合 体 の 結 晶 構 造 を 2.0 Å 分 解 能 で 解 き

左）とを比較すると，RanBP1 結合部位と NES 結合部

図2
CRM1 による核外輸送機構の方向性制御の鍵を握る，NES 結合解離制御の構造基盤．（a）細胞質において RanBP1 と RanGAP が CRM1 核外
輸送複合体の解体を促進する．（b）CRM1（黄色）
：NES-cargo（灰色）
：RanGTP（水色）複合体と CRM1:RanBP1（緑色）
：RanGTP 複合体の結晶
構造．HEAT9-HEAT12 を H9-H12 とラベルした．CRM1 の NES 結合部位（オレンジ色）の疎水性の溝に cargo の NES（紫色）がはまる．
RanBP1 は Ran の C 末端領域（青色）を引き寄せ，立体障害によって HEAT9 ループ（マゼンタ色）の移動を引き起こす．（c）RanBP1 が引き
起こす NES 結合部位の構造変化．HEAT11,12 を molecular surface 表示で描画した．RanBP1 によって移動させられた HEAT9 ループが NES 結
合部位の裏側から作用して NES が結合している疎水性の溝が閉じ，NES が離れる．（d）RanBP1 が NES 解離を促進するアロステリック機構
の模式図．RanBP1 は CRM1:NES-cargo:RanGTP 複合体に結合して一時的に不安定な 4 者複合体を形成し，CRM1 の構造変化を引き起こすこ
とにより，NES の解離速度を著しく高めると考えられる．
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位の間の長距離コミュニケーション機構（アロステ

5.

リック制御機構）を原子レベルで詳細に理解すること

CRM1 が RanGTP 依存的に NES を結合する機構

が で き る． こ れ ら 2 つ の 結 晶 構 造 で は，CRM1 の

興味深いことに，CRM1:RanBP1:RanGTP 複合体で

HEAT9 の 2 本の -helix をつなぐ長いループ（HEAT9

は，HEAT9 ループと HEAT11, 12 との相互作用とい

ループ）のコンフォメーションが大きく異なる．この

う，CRM1 の分子内相互作用によって NES 結合部位

ループは CRM1:NES-cargo:RanGTP 複合体では Ran の

が閉じた状態で安定化されている．このことから，

switch I に結合しているが，CRM1:RanBP1:RanGTP 複

HEAT9 ループには，CRM1 への NES の結合を阻害す

合体では，RanBP1 によって引き寄せられた Ran の C

る「自 己 阻 害 機 能」 が 備 わ っ て お り，RanGTP は

末端領域（この領域は CRM1:NES-cargo:RanGTP 複合

HEAT9 ループを NES 結合部位裏側表面から引き離し

体では結合に関与しておらずブラブラしていると思わ

て CRM1 の自己阻害を解除することにより NES の結

れる）が switch I と結合し，立体障害により HEAT9

合を可能にするのではないかと推測される．この仮説

ループが Ran 表面から追い出され，NES 結合部位の

は HEAT9 ループの変異体解析によって支持されてお

近 傍 に 移 動 し，HEAT11, 12 の 内 側 表 面（ち ょ う ど

り 14)，最終的な証明をするべく筆者らは CRM1 単独

NES 結 合 部 位 の 裏 側） に 結 合 し て い る． こ の と き

の結晶構造を高分解能で解析しているところである．

HEAT9 ループと HEAT11, 12 の疎水性相互作用が特に
重要で，HEAT11, 12 のいくつかの疎水性残基の側鎖

6.

が HEAT9 ループの方に動くことで HEAT9 ループと

おわりに

HEAT11, 12 の内側表面がちょうどピッタリ相補的に

核―細胞質間輸送の方向性制御の核心である「輸送

密着し，エネルギー的に安定な構造になっている．こ

基質と核輸送受容体の結合・解離の制御機構」につい

の HEAT11, 12 の疎水性残基の側鎖の HEAT9 ループ

ては，比較的少数の構成因子からなる可溶性のタンパ

の方への移動に伴い，HEAT11, 12 の -helix の回転や

ク質複合体やタンパク質：RNA 複合体の構造を高分解

移動が引き起こされ，その結果，HEAT11, 12 間の疎

能で解くことでメカニズムの本質に迫ることができ

水 性 の 溝 が 閉 じ，NES が 解 離 す る と 考 え ら れ る

る．これは X 線結晶解析が得意とするところであり，

（図 2c）
．このような，RanBP1 による NES 解離促進

本稿で紹介した CRM1 による核外輸送経路以外にも，

のアロステリックモデル（図 2d）は，HEAT9 ループ

これまでにいくつかの核輸送経路について構造生物学

の変異体解析によって裏付けられた

14)

．

的研究がなされ，メカニズムの理解が進んだ 16)-19)．

前項で述べたように，CRM1:RanBP1:RanGTP 複合

ただし，輸送シグナルの実体が明らかになっていない

体では，RanBP1 が Ran の C 末端領域を switch I に引

輸送経路も多々あり，特に mRNA の核外輸送につい

き寄せるため，Ran の C 末と RanBP1 の一部が Ran と

ては，輸送因子群がどのように mRNA に結合するの

CRM1 の間のすき間に入り込んですき間を広げてい

かという基本的なことでさえまだよくわかっておら

る． そ の 結 果， リ ン グ 状 の CRM1 の C 末 側 半 分 が

ず 7)，今後新たな発見がされる余地が大きい．

Ran から引き離され，CRM1 と Ran の接触面積がかな

核―細胞質間輸送の基本メカニズムに関して現在最

り小さくなっている．したがって RanBP1 は CRM1 と

も主要な未解決課題は，核膜孔通過機構の解明であ

RanGTP の結合を不安定化する働きもしていると思わ

る．核膜孔は，その内部（高分子輸送チャネル）にお

れる．RanGAP:Ran:RanBP1 複合体の結晶構造 15) に基

いて天然変性状態の FG リピートが高濃度で密集して

づいて考えると，CRM1 核外輸送複合体解体の最終段

いるところがユニークである．この FG リピート密集

階のメカニズムは次のように理解できる（図 2a，下

状態がいかにして核輸送受容体群による迅速な輸送を

流）
．CRM1 か ら 解 離 し た RanBP1:RanGTP 複 合 体 に

可能にし，かつ，FG リピートと結合しない高分子の

RanGAP が結合すると，Ran の switch II 領域のグルタ

核膜孔通過をブロックするのかについて，さまざまな

ミンの側鎖が GTP 加水分解を触媒するコンフォメー

作業仮説が提唱されている 20)．
たとえば Rout らが提唱した Brownian affinity gating

シ ョ ン に 変 化 し，GTP は 速 や か に 加 水 分 解 さ れ，
RanBP1 と RanGAP が解離する．Ran の C 末端領域は

model では，ヌクレオポリンの FG リピートは核膜孔

RanGAP の働きを阻害するらしく，RanBP1 は Ran の

内部で激しくブラウン運動しているのではないかと考

C 末端領域が RanGAP の邪魔をするのを防ぐことによ

える．このような状態の FG リピートが高濃度で存在

り，RanGAP による Ran の GTP 加水分解促進を助け

する核膜孔内部にさらに高分子が入っていくと分子の

ていると考えられる 15)．

混雑度が増してエントロピー的に損をするので，その
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エントロピーのロスを FG リピートとの相互作用の自
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由エネルギーによって補うことができる分子のみが核
膜孔を容易に通過できると Rout らは推論している 5)．

を表します．

一方，Gorlich らは，FG リピートをもつヌクレオポリ
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総説

神経軸索突起をターゲットへ導く細胞内メカニズム
戸島拓郎1,2，秋山博紀1，上口裕之1
1

理化学研究所脳科学総合研究センター神経成長機構研究チーム

2

科学技術振興機構さきがけ

The formation of neuronal networks depends critically on the growth cone, a motile ameboid structure at the tip of elongating axon.
Graded distributions of extracellular guidance cues attract or repel the growth cone by generating asymmetric cytosolic Ca2 signals across
the growth cone. We showed that the directional polarity of growth cone guidance is determined by the source of Ca2 signals. We also
demonstrated that, downstream of Ca2 signals, asymmetric exocytosis and endocytosis drive growth cone attraction and repulsion, respectively. These findings provide a novel concept that polarized membrane trafficking acts as an instructive mechanism to spatially localize the steering apparatus such as cytoskeletal components and adhesion molecules.
axon guidance / growth cone / Ca2 / inositol 1,4,5-trisphosphate / exocytosis / endocytosis

ごとに異なっていなければならない（図 1）
．さらに，

はじめに

1.

最終目的地に到達するまでの過程で成長円錐はいくつ

脳はすべての身体機能をコントロールする司令塔で

かの中間標的を経由するが，中間標的から分泌される

あり，その働きは全身に張り巡らされた神経回路網に

ガイダンス因子が常に「誘引因子」として働いてしま

依存する．神経回路を構成する個々の神経細胞は，

うと，成長円錐は中間標的に留まって先へ進めない．

「軸索」とよばれる細長い突起を介して電気信号を遠

これを避けるために成長円錐は，中間標的に到達した

隔の標的細胞へ伝達する．神経回路形成過程におい

時点でガイダンス因子に対する応答を「誘引」から

て，軸索の先端部分は高い運動性をもったアメーバの

「反発」へと切り替える必要があると考えられる．こ

ような形状をとり，これを「成長円錐」とよぶ．成長

のように成長円錐には，多種多様なガイダンス因子の

円錐がたどる道のりには，「軸索ガイダンス因子」と

濃度勾配を読み取り，それに対する自らの運動性を臨

よばれる道路標識のような分子が多数存在し，成長円

機応変に変化させる能力が備わっている（図 1）
．

錐はこれらの標識により正しい目的地まで誘導され
る

1), 2)

現在までに，多くの種類のガイダンス因子とその受

．

容体が同定されており，それぞれの因子による旋回運

古典的に軸索ガイダンス因子は，その濃度勾配を上

3)
動誘発メカニズムには多くの共通点が見られる ．わ

る方向に成長円錐を旋回させる「誘引因子」と，下る

れわれを含む国内外の多くのグループの最近の研究か

方向に旋回させる「反発因子」の 2 種類に分類されて

ら，成長円錐が同一のガイダンス因子に対して旋回方

いた．しかしその後の研究により，旋回方向はガイダ

向（誘引／反発）を切り替えるためのセカンドメッセ

ンス因子の種類によって一義的に決まるのではなく，

ンジャー（Ca2・IP3・cAMP・cGMP）間クロストーク

それを感知する成長円錐内のシグナル伝達系によって

が明らかになってきた 4)-6)．さらに最近われわれは，

最終決定されることが明らかになっている．この理由

セカンドメッセンジャーシグナル下流において誘引・

は，個々の成長円錐がそれぞれ別の目的地へ向かって

反発の駆動力を提供するメカニズムとして，膜トラ

進む必要があることを考慮すれば明らかで，ある領域

フィッキングの役割を明らかにした 7)-9)．本稿では，

において 1 つのガイダンス因子を「誘引」と読むか「反

これらわれわれの研究成果を中心に，軸索ガイダンス

発」と読むかの判定は，その行き先に応じて成長円錐

の普遍的分子メカニズムについて概説する．
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図2
成長円錐の誘引（a）と反発（b）を誘起するセカンドメッセン
ジャーシグナル．（詳細は本文参照）

対称性 Ca2 シグナルは，成長円錐の誘引・反発のど
ちらに対しても必要かつ十分条件である．では，誘引

図1
成長円錐とガイダンス因子の関係を表した概念図．成長円錐 A，B
はそれぞれ最終標的 A，B をめざす．成長円錐 A は，ガイダンス
因子 a を「誘引因子」と読むと同時にガイダンス因子 c を「反発
因子」として読むことで，最終標的 A へ向かう．一方成長円錐 B
は，ガイダンス因子 c を「誘引因子」として読み取る．中間標的
に到達した成長円錐 B（B）は，ガイダンス因子 c を「反発因子」
として読み直すことで中間標的を離れ，最終標的 B へと進む．こ
のように，同じガイダンス因子でも成長円錐ごとに応答性が異な
るばかりでなく，同じ成長円錐であってもその移動過程で 1 つの
ガイダンス因子に対する応答性が切り替わる．

を引き起こす Ca2 シグナル（誘引性 Ca2 シグナル）
と反発を引き起こす Ca2 シグナル（反発性 Ca2 シグ
ナル）の性質の違いはどのようなものであろうか？
われわれのグループでは，誘引／反発の決定におけ
る小胞体由来 Ca2 の寄与に着目して解析を行った．
小胞体膜上の Ca2 透過性チャネルとしてはリアノジ
ン受容体および IP3 受容体が存在する．リアノジン受
容体は細胞質 Ca2 濃度上昇に伴い開口する性質をも
つため，リアノジン受容体からの Ca2 放出を Ca2induced Ca2 release（CICR）とよぶ．一方，IP3 受容体

2.

は細胞質 IP3 濃度上昇に伴い開口するため，IP3 受容

Ca2 供給源による旋回方向決定機構

体からの Ca2 放出を IP3-induced Ca2 release（IICR）と

成長円錐の小胞体膜および形質膜上には種々の Ca2

よぶ．まずわれわれは，旋回方向に対する CICR の寄

透過性チャネルが存在している．ガイダンス因子受容

与を検証した 5), 6)．リアノジン受容体活性化状態にお

によりこれらの Ca2 チャネルが開口し，細胞質 Ca2

いて，成長円錐片側でケージド Ca2 光解離を行った

濃度が上昇する．成長円錐は空間的な広がりをもった

，成長円
ところ（CICR を含む Ca2 シグナルが発生）

構造であり，ガイダンス因子濃度勾配に遭遇した成長

錐は誘引を呈した．一方，CICR 阻害剤存在下でケー

円錐内部では，空間的非対称性をもった Ca シグナ

ジド Ca2 光解離を行ったところ（CICR を含まない

ル（ガイダンス因子濃度の高い側で高濃度）が発生す

，成長円錐は反発を呈した．続
Ca2 シグナルが発生）

10), 11)
．興味深いことに，この Ca2 空間分布
る（図 2）

いてわれわれは IICR の寄与を検証した 4)．ケージド

は，ガイダンス因子の作用が誘引・反発どちらの場合

IP3 光解離により成長円錐の片側にのみ IICR を発生さ

も共通である．この Ca シグナルを薬剤処理により

せると，成長円錐は誘引を呈した．この誘引は IICR

完全に阻害すると，誘引・反発のどちらも阻害され成

阻害剤によって消失したが，CICR 阻害剤存在下にお

．また，ケージド Ca 光解離

いては維持されたため，成長円錐の誘引には CICR ま

法により人工的に成長円錐の片側で Ca シグナルを

たは IICR のどちらか片方の発生が十分条件であるこ

発生させると，実験条件に応じて誘引性・反発性旋回

とが示された．以上の結果から，誘引性 Ca2 シグナ

のどちらかを誘起することができる 14)．すなわち，非

ルには小胞体由来 Ca2（CICR または IICR）が含まれ，

2

2

長円錐は直進する

12), 13)

2

2
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反発性 Ca2 シグナルには小胞体由来 Ca2 が含まれな

メカニズムによって駆動されていることが強く示唆さ

い（細胞外からの Ca 流入のみ）ことが明らかになっ

れた．

2

た（図 2）
．この事実に従うと，リアノジン受容体お
よび IP3 受容体のごく近傍に局在する Ca2 感受性分子

4.

が誘引を引き起こす重要な鍵を握っていると考えら

反発の駆動メカニズム
上記の結果を踏まえて次にわれわれは，成長円錐の

れ，現在その分子実態を探索中である．
さらにわれわれは，小胞体 Ca2 チャネルの活性制

反発性旋回の駆動メカニズムとしてクラスリン依存性

御 メ カ ニ ズ ム と し て， 環 状 ヌ ク レ オ チ ド（cAMP・

エンドサイトーシスの寄与を検証した 9)．まず，蛍光

cGMP）の寄与を明らかにした 4)-6)．成長円錐内 cAMP

タンパク質標識クラスリンおよびダイナミン 1 を発現

濃度が高い状態ではリアノジン受容体および IP3 受容

させた成長円錐を全反射蛍光顕微鏡により観察するこ

体が活性化状態に保たれ，細胞質 Ca 上昇に応じて

とで，クラスリン依存性エンドサイトーシスを可視化

CICR が，IP3 上昇に対して IICR が発生することが示

した．反発性 Ca2 シグナルを成長円錐片側で発生さ

された．一方で，cGMP 濃度が高い状態ではリアノジ

せたところ，Ca2 シグナル側でエンドサイトーシス頻

ン受容体が不活化しており，細胞質 Ca2 濃度が上昇

度が上昇した．一方で，誘引性 Ca2 シグナルはエン

しても CICR は誘発されなかった．環状ヌクレオチド

ドサイトーシス頻度に影響を与えなかった．続いて，

濃度は，発生段階や，ガイダンス因子・細胞外基質・

成長円錐の旋回運動に対する各種エンドサイトーシス

神経細胞の電気的活動などによって変動する．すなわ

阻害剤の効果を検証したところ，反発性旋回は阻害さ

ち，これら外的要因による小胞体由来 Ca シグナル

れ成長円錐は直進したが，誘引性旋回には効果がな

の発生制御により，ガイダンス因子に対する成長円錐

かった．これらの結果により，反発性旋回にはクラス

の応答性が変化すると考えられる．

リン依存性エンドサイトーシスが必要であることが証

2

2

明された．さらに，エンドサイトーシス阻害剤または
エクソサイトーシス促進剤を成長円錐の片側にのみ作

誘引の駆動メカニズム

3.

用させたところ，成長円錐は薬剤濃度の高い方向へ旋

では，Ca2 シグナル下流において誘引・反発を引き

回運動を呈した．これにより，成長円錐片側でのエク

起こす駆動メカニズムはどのようなものであろうか？

ソサイトーシス／エンドサイトーシスの不均衡が旋回

成長円錐内部には多量の膜小胞が含まれており，成長

運動誘発の十分条件となりうることが示された．これ

円錐における形質膜成分の供給（エクソサイトーシ

ら一連の研究結果から，成長円錐の誘引・反発は，成

ス）と除去（エンドサイトーシス）が軸索の伸長や退

長円錐片側における形質膜成分の供給・除去というき

縮に重要な役割を果たしていることが古くから知られ

わめてシンプルな機構により駆動されていることが明

ていた ．まずわれわれは，成長円錐の進行方向に形

らかになった．

15)

質膜成分が選択的に供給されることで誘引が駆動され
るとの仮説を立てこれを検証した 7), 8)．蛍光標識によ

5.

り可視化された膜小胞は成長円錐の中心部に多く蓄積

展望

していたが，成長円錐片側に誘引性 Ca2 シグナルを

膜トラフィッキングが成長円錐の旋回運動を駆動す

発生させたところ，Ca2 シグナル側でのみ膜小胞が中

る仕組みとはどのようなものであろうか？ 他の研究グ

心部から周辺部に向かって輸送された．続いて，pH

ループによる最新の報告では，反発性ガイダンス因子

感受性蛍光タンパク質（pHVenus）を用いてエクソサ

に応じて成長円錐片側で形質膜と共にエンドサイトー

イトーシスを可視化したところ，誘引性 Ca シグナ

シスされる機能分子として，接着分子 1-インテグリ

ルに応じて周辺部の膜小胞がエクソサイトーシスされ

ンが同定された 16)．また非神経細胞を用いた研究によ

ることが明らかになった．さらに，破傷風毒素により

り，細胞骨格動態を制御する Rho ファミリー GTPase

エクソサイトーシスを阻害したところ，誘引性旋回は

の 1 つである Rac が初期エンドソーム上で活性化され，

阻害され成長円錐は直進したが，反発性旋回は阻害さ

その後膜小胞と共に形質膜直下へと輸送されることも

れなかった．以上の結果から，誘引性旋回には，非対

知 ら れ て い る 17)． 同 様 に， 同 じ く Rho フ ァ ミ リ ー

称性膜輸送およびエクソサイトーシスが必要であるこ

GTPase メンバーの Cdc42 や細胞接着を制御するチロ

とが示された．一方，反発性旋回にはこれらのメカニ

シンキナーゼ Src も膜小胞に結合した形で形質膜直下

ズムが寄与しないことから，誘引とはまったく異なる

に運ばれる 18), 19)．今回われわれが発見した成長円錐

2
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着を担う機能分子群を，成長円錐片側においてまとめ
て同時に供給／除去する役割をもつと考えられる．こ

旋回運動が引き起こされると推察される 3)．
われわれのグループでは，今後もさらなる研究を重
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シュプリンガー・ジャパン，2010 年，B5 変型判，383 ページ，6,825 円（税込）
．
ヒトゲノム配列の読み取りプロジェクトが一般的
適宜，基礎部分を参照するようにしても読むことが
なニュースとして取り上げられるようになった前世
できるだろう．この本は，著者らが講師を務めたア
紀末くらいから，さまざまなニーズに応えるべくバ
メリカの大学での講義録に基づいているそうだ．講
義では段階的に知識が積み上がるよう内容を構成す
イオインフォマティクスの本が数多く出版されるよ
る必要があるので，話題の連鎖性が担保されている
うになった．そういう本を手に取ってみて気になる
のは，学部学生や大学院生が読んで学力がつくよう
のは必然なのだ．翻って日本の大学では確率統計か
に，上手に編集されているのかな，という点だ．そ
ら説き起こしてバイオインフォマティクスにいたる
の意味において本書は，十分な配慮がなされてい
ような教育がされているのだろうかと思うと，教務
の縛りが厳しいことを重々承知しても，大学人とし
る．本書は基礎と応用という二部から構成されてい
ては反省せざるをえない部分がある．アメリカの懐
る．基礎部分では確率，統計，アルゴリズムなどに
ついて述べられており，バイオインフォマティクス
の深さを感じざるをえない．訳については，Lichtarge
で利用される数学的技法と背景についておおむね網
をリッチタージュと綴ったりと，評者にとっては
羅されている．応用部分では配列解析，系統樹作成 「あれ」と思うところもあるが，全般的には十分練
から DNA マイクロアレイデータの処理まで，多岐
られていると思う．値段（6,500 円）は気になるが，
にわたった記述がなされている．数学にあるていど
よくまとめられた一冊だと感じる．
慣れがある人であれば，応用部分から読み出して，
（名古屋大学大学院情報科学研究科 太田元規）
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総説

哺乳動物フォルミンmDia1の回転運動の細胞骨格への役割
水野裕昭，渡邊直樹

東北大学大学院生命科学研究科単分子動態生物学分野

Formin homology proteins (formins) play critical roles in the formation of actin stress fibers, the yeast actin cable and the cytokinetic
contractile ring. Formins bind around the barbed end and processively elongate the actin filament (F-actin). However, it is unclear how
and where in the cell formins form these actin-based structures. Here, we show the rotational movement of a mammalian formin mDia1
along the long-pitch helix of F-actin during processive elongation and depolymerization. From these properties, we postulate that helical
rotation of formins may regulate actin assembly and filament stabilization during processive F-actin elongation.
formin / actin polymerization / ATP-hydrolysis / actin depolymerization

1.

移動し，多くの分子（47.5%）は静止していることが

はじめに

観察された 5) が，この静止している野生型 mDia1 が

細胞はさまざまな外部刺激に応答し，細胞内でアク

アクチン重合をしているかはいまだわかっていない．

チンが重合・脱重合を繰り返すことで，細胞形態を急

フォルミンがアクチン重合の力を使って細胞小器官を

速にかつダイナミックに変化させる．細胞内でのアク

輸送するのには疑問点が残されていた．

チン重合は低分子量 G タンパク質 Rho やそのエフェ
クターであるアクチン重合核形成因子フォルミンに

2.

よって制御されている 1)．フォルミンはその C 末端上

フォルミンのらせん回転パラドックス

にフォルミン相同ドメイン 1 と 2（以後 FH1，FH2 と

大友らによるフォルミンとアクチンの共結晶構造解

よぶ）をもち，この FH1-FH2 ユニットがアクチン重

析から，フォルミン FH2 はリング状 2 量体を形成し，

合核形成のコアドメインになる ．われわれはこれま

アクチン繊維の barbed end を取り囲むように結合する

でに，繊維芽細胞内で分子可視化された哺乳動物フォ

ことが明らかにされている 6)．このことは 2 重らせん

ルミン mDia1 の FH1-FH2 が，アクチン繊維の barbed

を形成するアクチン繊維の barbed end に結合したフォ

end（反やじり端，重合が速い末端）に結合したまま

ルミン FH2 は，繊維を伸長している間，barbed end で

毎秒 720 個ものアクチン分子を次々と繊維に編入し，

繊維構造に沿って回転する可能性を示している（以

毎秒 2 m で前進しながら（プロセッシブに，すなわ

後，らせん回転とよぶ）
．細胞内ではアクチン線維が

ち結合状態を保ったままで）繊維を伸長させることを

互いに架橋している 7) ため，フォルミンがらせん回転

報告してきた 3)．この速度はアクチン繊維上を移動す

しながらアクチン線維の伸長をしていると考えられ

るミオシンや，微小管上を移動するキネシンといった

る．このとき仮に，フォルミンが細胞構造に固着され

モータータンパク質の速度に匹敵する．そのためフォ

た場合，フォルミンのらせん回転が抑制された状態で

ルミンが細胞構造に固着することで，アクチン重合に

アクチン重合が起こるため，アクチン線維にねじれが

よって発生した力によって細胞小器官の輸送や細胞形

蓄積する可能性がある．つまり，このフォルミンのら

態の変形をする機構がありえると考えられてきた．実

せん回転の有無が，細胞構造に固定されたフォルミン

際，in vitro においてガラス面に固定されたフォルミン

がスムーズにアクチン重合できるかどうかを知るため

から伸長するアクチン繊維は数 pN の力を発生する ．

の鍵になる．Kovar らはこのフォルミンのらせん回転

当教室の以前の研究では，カエル繊維芽細胞内で分子

とプロセッシブなアクチン重合の関係を知るために，

可視化された野生型 mDia1 の 4.3% がプロセッシブに

まずガラス表面上にフォルミン FH2 を非特異的に結

2)

4)

The Role of Rotational Movement of a Mammalian Formin mDia1 in Actin Remodeling
Hiroaki MIZUNO and Naoki WATANABE
Laboratory of Single-Molecule Cell Biology, Tohoku University Graduate School of Life Sciences
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合させ，アクチン繊維をガラス表面上からプロセッシ

抗体と 2 次抗体によって複数の結合部位でタンパク質

ブに伸長させ，観察した．彼らはこのプロセッシブな

凝集体内に固定されるため，FH2 がガラス表面上で

アクチン繊維の伸長の間に，ガラス表面に結合させた

すべる頻度が減少すると考えられる．この条件下にお

ATPase 活性のないミオシンによって繊維の pointed end

いて，固定化された mDia1 は，アクチン繊維の barbed

（やじり端）側をトラップした．このとき，もしフォ

end に結合したまま，barbed end にアクチン単量体を

ルミンのらせん回転が起こっているのであれば，フォ

追加していく．そのため，アクチン繊維内の蛍光アク

ルミンから伸長するアクチン繊維はスーパーコイルを

チ ン 1 分 子 は， 繊 維 が 伸 長 す る た び に mDia1 か ら

形成すると考えた．だが，彼らはトラップされたアク

1 方向に離れていくように見える．

チン繊維が，スーパーコイルを形成するようすを観察

筆者らはこの現象を利用し，mDia1 がプロセッシブ

することはなかった．そして，フォルミンがプロセッ

に伸長しているアクチン繊維を選別した．アクチン分

シブなアクチン重合をしている間，ベアリングのよう

子 の 蛍 光 標 識 は，374 番 目 の Cys に tetramethylrhoda-

にフォルミン FH2 が barbed end 上ですべっていると結

mine（以後 TMR とよぶ）を導入して行った．TMR 標

論づけた ．しかしながら，彼らの実験系では FH2 と

識したアクチン分子（以後 TMR アクチン分子とよぶ）

ガラスの間がすべっている可能性も残されていた．こ

と過剰量の未標識アクチン分子を共にフローチャン

のように直接フォルミンがプロセッシブなアクチン重

バーに流入し，ガラス表面に固相化された mDia1 から

合の間にらせん回転しているかどうかは明らかになっ

TMR アクチンと未標識アクチンの共繊維を伸長させ

ていなかった．では本当にフォルミン FH2 はアクチ

る．繊維内に編入された TMR アクチンは，繊維軸に

ン繊維のらせん構造に沿って回転しないのだろうか？

対して 45 度方向に偏光した蛍光を放出する．そのた

4)

め mDia1 から 45 度方向に伸長するアクチン繊維が回

3.

転運動した場合，TMR の蛍光偏光の方向は mDia1 か

1 分子蛍光偏光法を用いたフォルミンの

らアクチン繊維が 36 nm 伸長するたびに縦から横，ま

らせん回転の可視化

たは横から縦へ変化する．著者らはアクチン繊維上の

本稿では著者らが観察した，固定化された mDia1

TMR1 分子を無偏光で励起し，TMR1 分子から放出さ

からプロセッシブに伸長するアクチン繊維の回転を検

れる縦偏光（以後 FLV とよぶ）と横偏光（以後 FLH と

出 す る 方 法 を 紹 介 す る ． 著 者 ら は 抗 GST 抗 体 と

よぶ）を分けて記録し，FLV，FLH それぞれの蛍光強度

2 次抗体を用いて，GST-mDia1FH1-FH2 を含んだタン

から偏光成分が周期的に変化するかを調べた（図 2）
．

パク質凝集体を作成し，ガラス表面上に吸着させ，固

図 2a は，mDia1 から 45 度方向に伸長するアクチン繊

定化された mDia1 から伸長するアクチン繊維が回転

維内の TMR アクチン 1 分子のタイムラプスイメージ

するようすを 1 分子蛍光偏光法 によって可視化した

である．縦偏光の蛍光強度が高いときには横偏光の蛍

（図 1）
．mDia1FH1-FH2 は， 抗 GST ポ リ ク ロ ー ナ ル

光強度が低くなり，横偏光の蛍光強度が高いときには

8)

9)

縦偏光の蛍光強度が弱くなる，といったように偏光の
蛍光強度が入れ替わっていることがわかった．
この偏光の蛍光強度から，縦横の偏光成分がどのよ
うな割合で変化するかを示したものが図 2b のグラフ
である．このグラフから，この TMR1 分子の縦横の
偏光成分は周期性をもって入れ替わっていることがわ
かった．また蛍光偏光が 1 回入れ替わるのに必要な距
離を，偏光成分が入れ替わる回数と，TMR 分子が移
動した距離から算出したところ，平均で約 36.1 nm で，
アクチン繊維のハーフピッチと一致した（図 2c）
．こ
れらの結果は，mDia1 がアクチン繊維をプロセッシブ
に伸長するときに，繊維のらせん構造に沿って mDia1
が回転していることを示している．この mDia1 のら
せん回転は，アクチンに結合しているヌクレオチドを

図1
アクチン繊維の回転運動可視化の概略図．「ライフサイエンス新
着論文レビュー (http://first.lifesciencedb.jp/archives/1896)」

ADP に変えても，アクチン単量体結合タンパク質プ
ロフィリン存在下でも見られた．また後述するように
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高頻度にすべることで解消されていたことを示してい
る．これらの結果から，著者らは強いねじれがかかっ
た時にフォルミン FH2 がベアリング様に barbed end
の周囲を回転する可能性は完全には否定できないが，
通常はフォルミン FH2 はアクチン重合・脱重合の間
で繊維のらせん構造に沿って回転すると結論づけた．

5. プロフィリンと FH1 によるアクチンの脱重合
フォルミンはプロフィリンと協同的に働き，ATP が
結合したアクチン（以後 ATP-アクチンとよぶ）の重
合を加速する 10)．だが ADP が結合したアクチン（以
後 ADP-アクチンとよぶ）の重合においては議論が
あ っ た．Romero ら は， プ ロ フ ィ リ ン 存 在 下 で は
mDia1 を介した ADP-アクチンの重合が起こらなかっ
たことから，プロフィリンが mDia1 の結合した barbed
end をキャップしていると結論した 11)．しかしながら
Kovar らはプロフィリン存在下でも mDia1 を介した

図2
固定された mDia1 から伸長している TMR-アクチン繊維の蛍光偏
光の変化．文献 8 より改変．

ADP-アクチンの重合速度が 2 倍加速されると報告し
ており 10)，プロフィリン存在下で mDia1 を介したア
クチン重合が起こるかどうかは，いまだ謎に包まれて

筆者らは，このフォルミンのらせん回転がプロセッシ

いた．著者らは Romero や Kovar らと同様の観察を行

ブなアクチン重合の間だけでなく，mDia1 と結合した

い，彼らとは異なる結果を得た．プロフィリン存在下

アクチン繊維の barbed end からの脱重合の間にも起こ

でも mDia1 を介した ADP-アクチン重合は起こったが，

ることを明らかにした．これらの結果は，アクチン繊

プロフィリン非存在下に比べて ADP-アクチンの重合

維の重合・脱重合するときに起こるアクチン繊維構造

速度は低下した．さらに著者らはフローチャンバー内

に沿った mDia1 の回転運動は，FH2 がもつ固有の機

の ADP-アクチン分子の濃度を低下させたとき，プロ

能であることを示している．

フィリンが mDia1 と結合した ADP-アクチン繊維の
barbed end からの脱重合を加速することを見出した．

4.

これらの結果は，プロフィリンが mDia1 と結合した

以前の結論との相違

barbed end での ADP-アクチンの解離速度を増大した

Kovar らは，フォルミンとアクチン繊維の pointed

ため，プロフィリン存在下での mDia1 を介した ADP-

end 側をガラスに固定したとき，アクチン繊維はスー

アクチンの重合速度が遅くなったことを示している．

パーコイルを作ることなく，たわみながら伸長したと

またこのプロフィリンによって加速された脱重合は，

報告した 4)．著者らも Kovar らと同様の観察を行い，

無機燐酸を加えることで抑制された．これらの結果

たわみながら伸長しているアクチン繊維はその 1 分子

は，mDia1 と結合したアクチン繊維の barbed end に対

蛍光偏光から，回転していないことを確認している．

するプロフィリンの働きが，アクチンと結合している

では，フォルミン FH2 がもつらせん回転機能による

ヌクレオチドの状態によって切り替わることを示して

アクチン繊維へのねじれはどこに消えたのだろう？

いる．細胞内においては，フリーのアクチン分子の濃

著者らは mDia1 の固定法と，たわみながら伸長する

度は，プロフィリンやサイモシン 4 などのアクチン

アクチン繊維の頻度の比較を試みた．その結果，抗体

単量体結合タンパク質と，細胞内に存在するアクチン

を用いて固定された mDia1 からたわみながら伸長す

1)
繊維の量によって調節されている ．また細胞内には

るアクチン繊維の割合は，ガラスに非特異的に吸着し

ATP が大量に存在するため，フォルミンによるプロ

た mDia1 からの割合よりも低かった．このことは，

セッシブなアクチン脱重合は起こりにくいと考えられ

FH2 のらせん回転機能によるアクチン繊維へのねじ

る．だが仮に糸状仮足や葉状仮足においてアクチン重

れが，Kovar らの固定法ではガラス表面と FH2 の間で

合が進み，アクチン繊維量が増大した場合，局所的に
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アクチンと結合していないプロフィリン濃度が増大
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のらせん回転が見られた．付随的に，アクチンと結合
した ATP/ADP は，barbed end でのプロフィリンの作
用を逆転させる所見も得られている．フォルミンのら
せん回転は，アクチン重合でも脱重合でも見られる
フォルミン固有の性質であり，細胞構造に強固に固定
されたままではアクチン重合ができなくなる可能性を
示唆している．
本稿でのらせん回転の発見はフォルミンとアクチン

水野裕昭

繊維が固定されたまま，プロセッシブなアクチン重合
が起こったとき，アクチン繊維にねじれが加わる可能
性も示している．以前から，アクチン脱重合因子 ADF/
コフィリンが結合したアクチン繊維は，ねじれが増す
こと 12) が明らかになっている．今後は，フォルミン
のらせん回転によって与えられる繊維全体の構造変化
が，アクチン繊維の伸長と破壊のメカニズムにどのよ
うに作用するかを明らかにする必要があるだろう．
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図解・感覚器の進化

原始動物からヒトへ

水中から陸上へ

岩堀修明［著］
講談社，2011 年，新書判，288 ページ，1,029 円（税込）
．
生き物にかかわる研究を行っていると，わかって
きた現象が意外に複雑で，実験を進める方向が見え
なくなってしまうことがあります．本書は，そのよ
うなときに頭の中を整理するためのヒントを与えて
くれるでしょう．感覚は一般に五感ともよばれます
が，本書には外部刺激を受容するさまざまな感覚器
の形態が，進化に伴って変化してきた過程が平易な
文章で記されています．ブルーバックスシリーズの
1 冊として刊行されているだけに，専門用語の使用
は必要最小限に抑えられ，気楽に読むことができま

す．本書を通読すると，複雑な構造の感覚器も元は
単純な構造であることと，感覚器の新たな機能は既
存構造の改造によって得られていることが強い印象
として残ります．この 2 点は，細胞内情報伝達系の
ような分子レベルの現象にも適用可能でしょう．生
命現象の理解には，タンパク質から個体まで構造ス
ケールが変化しても，進化的な視点が重要なことを
実感させてくれる本でした．
（福岡大・理・地球圏科学 中川裕之）
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総説

分子認識の統計力学と生体機能
吉田紀生，丸山

豊，PHONGPHANPHANEE Saree，清田泰臣，平田文男

分子科学研究所・理論･計算分子科学研究領域

Recent progress in the theory of molecular recognition in biomolecules is reviewed, which has been made based on the statistical mechanics of liquids or the 3D-RISM/RISM theory. The molecular recognition of a ligand by the protein is realized by the 3D-distribution
functions: if one finds some conspicuous peaks in the distribution of a ligand inside protein, then the ligand is regarded as “recognized”
by the protein. 3D-distribution functions can be obtained by means of 3D-RISM/RISM theory. Some biochemical processes are investigated, which are intimately related to the molecular recognition of small ligands such as water, ions, and carbon monoxide by a protein.
3D-RISM / Molecular recognition / channel protein

1.

きな影響を及ぼす．

はじめに

分子認識過程を記述するために，これまでいくつか

「分子認識」は生体分子がその機能を発現する際に

の理論的方法論が提案されている．連続誘電体モデル

必ず経由する，いわば，生命現象の「素過程」である．

に基づく方法や分子動力学（MD）シミュレーション

酵素反応において，酵素がその反応ポケットに基質を

はその代表例であるが，われわれは，液体の統計力学

結 合 す る 過 程 や 抗 原・ 抗 体 反 応 で， 抗 体（レ セ プ

に基づく新しい方法論（three dimensional reference inter-

ター）が抗原（リガンド）を結合する過程などはその

action site model（3D-RISM）および reference interaction

典型的な例である．また，イオンチャネルのポア内部

site model（RISM）理論）を構築しつつある 1)-3)．自由

にイオンが入り込む過程も，広い意味で「分子認識」

エネルギーを求めるためには，ボルツマン因子にかか

とよんで差し支えない．分子認識過程を特徴づける

わ る い わ ゆ る「配 置 積 分」 を 行 う 必 要 が あ る が，

2 つのキーワードがある．第 1 のキーワードはホスト

RISM 理論では統計力学の方法を使って配置積分を

分子とゲスト分子の会合状態と解離状態の間の「自由

「解析的」に求める．このため，この方法は系のサイ

エネルギー」差（G  GA  GD）である．この自由エ

ズや時間の長さに関する制限をいっさい受けない．し

ネルギー差の符合が分子認識の平衡論を決定する．分

かし，配置積分を解析的に求めるための数学上の困難

子認識過程を特徴づけるもう 1 つのキーワードは「構

から，この理論のタンパク質水溶液への適用は，数年

造ゆらぎ」である．たとえば，イオンチャネルのポア

前まで事実上不可能であった．これを可能にしたのが

内へのイオンの侵入はゲートの開閉によってコント

3D-RISM 理論である 4)．
本稿ではこの理論の概要とともに，その分子認識過

ロールされているが，このゲートの開閉はまさにタン

程へのいくつかの応用例を紹介する．

パク質の構造ゆらぎにほかならない．
いうまでもなく，分子認識過程には水が深くかか
わっている．なぜなら，リガンドがタンパク質内の活

2.

性部位に結合する際には，リガンドや活性部位の水和

3D-RISM/RISM 理論
では，いかにして

状態が大きく変化するからである．（たとえば，活性

統計力学理論（3D-RISM 理論

部位にリガンドが結合するためには，それまでそこに

お よ び RISM 理 論， 以 下 3D-RISM/RISM と 記 述） を

存在していた水分子のいくつかは排除されければなら

用いた生体分子の分子認識の解析

ない．
）この水和状態の変化は，先に述べた G に大

を述べる．3D-RISM/RISM 理論では， 相関関数

Functions of Biomolecule Revealed by Statistical Mechanics of Molecular Recognition
Norio YOSHIDA, Yutaka MARUYAMA, Saree PHONGPHANPHANEE, Yasuomi KIYOTA and Fumio HIRATA
Department of Theoretical and Computational Molecular Science, Institute for Molecular Science
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用いて液体の構造を記述する 1)-3)． 相関関数

を支配

ドの分布確率を知ることできる．もし，レセプターが

する方程式は Ornstein-Zernike（OZ）方程式とよばれ，

リガンドを結合していれば，3D-RISM で求めたリガ

グランドカノニカル分配関数の汎関数微分から導かれ

ンドの存在確率が高い値を示す．

る．われわれの分子認識の理論は，この OZ 方程式を

次節から 3D-RISM/RISM 理論を用いた生体分子の

基礎として多原子分子に拡張したものである．もとも

分子認識機構の解析に関する応用例を紹介する．

との OZ 方程式は単純液体を仮定しているため，多原
子分子を扱うことはできず，多原子分子では位置と配

リゾチームの分子認識

3.

向を自由度に加える必要がある（図 1 左）．これらの
自由度をすべて扱うのは困難であり，これを扱いやす

まず，3D-RISM/RISM 理論による分子認識解析の一

くするために導入されたのが相互作用点モデル

連の研究の端緒となった，リゾチーム内部の水分子の
検出と，選択的なイオン認識解析に関する研究を紹介

（RISM）である．

する 5), 6)．

RISM 理論では，分子を相互作用点（サイト）に分

今井らは 3D-RISM 理論で得られた分布をもとに，

けて，相関関数を相互作用点間の距離のみに依存する
と し て 記 述 す る（図 1 中 央）．RISM 理 論 は Chandler

リゾチーム内部のキャビティに閉じ込められた水分子

と Andersen によって提案され，のちに平田らによっ

を 検出 した 5)．さらに，検出された水分子の位置・

て拡張 RISM 理論へと発展し，多くの溶液内化学過程

配向を MD で再現し，理論の妥当性を確認した．MD

の問題に応用され，成功を収めてきた．しかし，分子

では，計算のための溶媒の初期配置を必要とするた

の配向について平均をとるという大胆な近似から，タ

め，キャビティ内の水分子の存否を非経験的（実験な

ンパク質のように異方性の強い分子への応用には問題

どの予備情報なし）に知ることはできない．そこで，

があった．そこで 3D-RISM 理論では，溶質分子につ

この比較では 3D-RISM 理論で予測された水分子の位

いては平均をとらず，溶質分子を中心とした 3 次元格

置を初期配置として MD を行っている．これは，3D-

子座標をそのまま残して記述する（図 1 右）．このよ

RISM 理論が

うに扱うことで，3D-RISM 理論では，タンパク質の

られた溶媒分子の分布を予測できることを示した最初

ような巨大な溶質分子の

の研究である．

くらい

どこ

に

なに

が

どれ

非経験的

にタンパク質内に閉じ込め

次にリゾチームによる選択的なイオン認識の解析例

分布しているかを算出できる．

このときに，分子認識にかかわるリガンド分子を溶

を示す 6)．ヒトリゾチームの野生型と種々の変異体の

媒，レセプタータンパク質を溶質として扱い，3D-

イオン結合能が Kuroki-Yutani らによって報告されてい

RISM 理論を適用すると，レセプターの周りのリガン

る 7)．われわれは 3D-RISM 理論によりこの選択的イ
オン結合を再現することに成功した（図 2）
．得られ
た結果はすべて Kuroki-Yutani の実験結果と整合的であ
り，3D-RISM 理論がタンパク質による選択的イオン
結合を予測する能力を有していることを示している．

4.

ミオグロビンからの CO 解離過程
ミオグロビンは多くの生体において酸素の貯蔵に深

図1
相互作用点モデルの模式図．2 つの分子の相対位置を記述するに
は分子 1 と 2 をつなぐベクトル（r12）および分子 2 の配向（2）
が必要である．（左）RISM では分子をサイトに分割して，サイト
間の距離だけに依存した相関関数を評価する（中央）．3D-RISM で
は溶媒（分子 2）のみサイトに分割し，相関関数を 3 次元グリッ
ド上で評価する．（右）このとき 3 次元グリッドの原点の取り方
は理論上任意であるが，通常は分子 1 の重心にとる．

図2
Q86D/A92D ヒトリゾチーム変異体の Ca2 結合サイトの比較
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くかかわる球状タンパク質である．ミオグロビン内に

5.

おける分子の吸脱着過程は，酸素供給系の複雑な生理

M2 チャネルのプロトン透過機構

作用を解明する上で重要であり，一酸化炭素やキセノ

M2 チャネルはインフルエンザ A の細胞膜に存在す

ンなど，多くのリガンド分子を用いて研究されてき

るプロトンチャネルであり，細胞膜内外の pH を調整

た．分光学的実験により，リガンド分子はタンパク質

する機能をもつ．インフルエンザ薬のアマンタジンは

内の空孔を経由し，溶媒からタンパク質内部の色素ヘ

このチャネルの阻害剤である 11)．

ムに吸脱着を行うことが予測されている 8), 9)．しかし

M2 チャネルは pH に応じて，4 つのヒスチジン残

ながら，どのような経路で吸脱着が行われるかなどに

基が作るゲートを開閉することで細胞内の pH を調整

関する統一的な見解はいまだ存在していない．

している．これまでの研究から，細胞外の pH に応じ

3D-RISM 理論では，リガンドの分布以外にも部分

てヒスチジンのプロトン化状態が変わることでゲート

モル体積も求めることができるため，これまでにない

が開閉していることが知られている．そこで，0H（す

解析が可能になると考え，ミオグロビンの分子吸脱着

べてのヒスチジンがプロトン化していない状態）から

過程への応用を行った ．まず Xe 溶液中で構造最適

4H（すべてのヒスチジンがプロトン化している状態）

化を行い，得られた 3 次元分布関数より配位数を計算

の 5 つの状態について，MD シミュレーションから抽

することで，各 Xe サイトにおけるリガンド分子の分

出した構造を用いて，3D-RISM でチャネル内のプロ

布の相違を検証した．次に CO 脱離過程を解析するた

トン（ヒドロニウムイオン）および水分子の分布を計

め，中間体と考えられる構造を用意し，部分モル容積

算した 12)．

10)

図 3 に各プロトン化状態におけるゲートの構造，水

の変化を検証した．
表 1 に 3D-RISM 理論で計算した CO 脱離過程の各

およびヒドロニウムイオンの平均力ポテンシャルを示

状態における部分モル容積を示す．2 つの Xe サイト，

す．0H 〜 2H の 3 つの状態ではゲートが閉じており，

Xe1 および Xe4 は，吸脱着過程における経路であると

水もヒドロニウムイオンもはっきりとした障壁が見ら

いう分光学的実験結果が寺嶋らにより報告されてい
る 8)．さらに，脱着過程における体積変化が測定され
ており，Xe 存在下では Xe4 サイトを CO が経由する
と予測された 9)．そこで，脱離する CO を溶質として
あ ら わ に 扱 い， 色 素 ヘ ム の 結 合 サ イ ト（MbCO）
，
Xe1，Xe4 のそれぞれに CO が存在する場合（Mb:CO）
の部分モル容積を計算し，その変化を算出したとこ
ろ，Xe4 サイトを中間体とする経路が実験において測
定された体積変化の傾向をよく再現することがわかっ
た．実験における予測を理論により分子論的に立証し
た．
表1
CO 脱離過程に沿った部分モル容積（PMV）の変化
models

PMV [cm3/mol]

MbCO

9029.0

Mb:CO(Xe1)

9030.4

Mb:CO(Xe4)

9032.8

MbCO

9019.6
Xe1

Xe4

(exptl.8)

V1a)

1.4

3.8

V2b)

10.8

13.2

(12.6  1.0)

9.4

9.4

(10.7  0.5)

Vtotalc)

図3
M2 チャネルの各プロトン化状態における，水およびヒドロニウ
ムイオンの平均力ポテンシャル（PMF）．シミュレーションから平
衡構造周りのいくつかのスナップショットを抽出し，その構造に
対して 3D-RISM を適用し，チャネルに沿った PMF を求めた．（左）
横軸の負側が細胞外，正側が細胞内に対応する．右は各プロトン
化状態におけるヒスチジン残基（球モデルで表示）の構造を，細
胞内側から見た図．

(3  1)

a) V1  PMV(Mb:CO)  PMV(MbCO)
b) V2  PMV(Mb  CO)  PMV(Mb:CO)
c) Vtotal  PMV(Mb  CO)  PMV(MbCO)
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れる．3H ではゲートが開き水の障壁は消失する．ヒ

の機能を阻害する有機化合物を探索するプロセスであ

ドロニウムイオンは小さな障壁（〜 5 kJ/mol）がある

る．このプロセスも分子認識過程であるから，3D-

ものの，0H 〜 2H のときにくらべ，障壁は小さくなっ

13)
RISM/RISM 理論の格好のターゲットである ．

ている．4H ではゲートは最大になり水の場合の障壁

文

はない．しかし，ヒドロニウムイオンでは 3H の場合

1)

より障壁が高くなっている．この逆転現象はプロトン

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

化されたヒスチジンの増加に伴い，ゲートの開きが大
きくなる反面，ヒスチジンとプロトンとのクーロン反
発力が増大するためである．

まとめ

6.

本稿では，生体分子の機能発現において普遍的に見
られる素過程，すなわち，「分子認識過程」に関する
統計力学的取り扱い（3D-RISM/RISM 理論）を紹介し
た．ここでは，その適用例として，分子チャネルによ

13)

献
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Yoshida, N. et al. (2009) J. Phys. Chem. B 113, 873-886.
Imai, T. et al. (2005) J. Am. Chem. Soc. 127, 15334-15335.
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る水やプロトンの透過機構およびミオグロビンの CO
分子脱離経路を取り上げた．これらのいずれにおいて
も，タンパク質がその活性部位に小さなリガンドを結
合する過程が本質的であるが，3D-RISM/RISM はその
記述に見事に成功している．「はじめに」で述べたよ
うに，分子認識過程は生物がその生命を維持していく

吉田紀生

ためのあらゆる分子過程（酵素反応，シグナル伝達，
抗原・抗体反応など）に普遍的に関与しており，今
後，それらの過程への 3D-RISM/RISM 理論の応用が
大いに期待される．
3D-RISM/RISM 理論の際立った特徴は，その「現象
予測能力」にある．この理論は，誘電媒体モデルや分

丸山

豊

子シミュレーションと異なり，リガンドの位置や配向
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い．リガンドを含 む 水 溶 液 中 に タ ン パ ク 質 の構造
（PDB）をジャボッとつけて，タンパク質内部のリガ
ンドや水の分布を計算するだけである．もし，リガン
ド分子がタンパク質のどこかに「認識」されていれば，

Saree

そこに分布のピークを検出するはずである．これは X
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線でタンパク質内部のリガンドを検出することと同じ
である．
こ の 3D-RISM/RISM 理 論 の 際 立 っ た 予 測 能 力 は，
薬剤の知的設計における 2 つの局面で威力を発揮す
る．1 つは薬剤の標的となる生体分子（タンパク質や

清田泰臣

DNA）を同定する局面である．この局面では，たと
えば，酵素反応の活性部位（反応ポケット）に対して
基質分子が結合するかどうかが本質的であるが，この
問題に対して 3D-RISM/RISM 理論を適用できること
は本稿でもその例を示した．薬剤設計におけるもう
1 つの局面は，標的生体分子の活性部位に結合してそ

平田文男
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化学固定後でさえも膜分子は動いている
鈴木健一1,2，田中賢治1,*，楠見明弘1
1

京都大学物質―細胞都合システム拠点

2

科学技術振興機構さきがけ

*現 株式会社味の素

1.

はじめに

2.

生体試料の「固定」は，18 世紀末頃に，解剖をし

細胞膜分子は「固定」されているか？

われわれは，多くの細胞膜分子が化学固定できるか

やすくする方法として導入された．現在の化学固定法

を調べた（図 1）
．左端のトランスフェリン受容体と，

は，1960 年代に，当時大きく進歩しつつあった光学

右端の膜の基本分子であるリン脂質はラフトに入らな

顕微鏡と電子顕微鏡を用いて，細胞や組織の微細構造

い．それ以外の分子は，すべて，ラフト関連分子と考

や分子分布を調べることを目的として開発された．こ

えられている．さまざまなラフト分子を化学「固定」

の方法では，ホルムアルデヒドやグルタールアルデヒ

した後に，われわれが開発してきた 1 分子イメージン

ドなどの溶液を用いる．これらの分子は，重合した

グ法を用いて観察したところ，案の定，通常の化学固

り，細胞内の分子と共有結合して架橋するので，細胞

定条件では多くのラフト分子が，まだ動き回っている

内の多くの分子はお互いにつながれてしまって動かな

ことがわかった（図 2，4% パラホルムアルデヒド）3)．

くなると考えられ，「化学固定」とよばれるように

したがって，
「免疫染色法で観察すると，ラフト領域

なった．一方，当時の「固定」というのは，その後の

に多数のシグナル分子などが大きな会合体を作って働

試料処理で，細胞形態が保存され，また，分子の抽出

いている」という現象が，染色時の抗体濃度や細胞と

が起こらないという程度の意味であった．すなわち，

抗体の相互作用時間などによって微妙に違って観察さ

細胞内で分子が本当に動かないかどうかということは

れ報告されるのは，一般的な化学固定によって膜分子

検討されないまま，「固定」という言葉のみが一人歩

の動きが完全に止められていないからであることがわ

きする結果となった．
「分子が動かない」という意味での固定は，免疫染
色法において特に重要である．免疫染色法では，多く
の場合，1 次抗体と 2 次抗体を引き続いて反応させる
が，このとき，もし抗原分子が動けると，抗体処理の
過程で抗原分子が集合し，もとの分布とはまったく
違った分布になる．細胞膜上では，分子の凝集自体が
シグナルになることも多いため，上流分子の集合部分
に下流の未固定分子がリクルートされてくる可能性が
ある．もしこれに気づかないと，「2 種類の分子が集

図1
化学固定されるかどうかを検討した細胞膜分子．膜貫通型タンパ
ク質として，トランスフェリン受容体（TfR）と Cbp を観察．GPI
アンカー型タンパク質として，Halo-tag や mGFP を GPI アンカー
したモデル分子を用いた．細胞膜内層に飽和脂肪酸鎖でアンカー
されている分子 Lyn や H-Ras も調べた．脂質としては，ラフト親
和性のある Bodipy-cholesterol とラフト親和性のない dioleoylphosphatidylethanolamine (Cy3-DOPE) を観察した．

まって集合体を形成して働く」，という「発見」をし
たという誤解をする可能性がある．これがまさに，細
胞膜上のシグナル伝達に重要な領域であるラフトの研
究に大きな混乱を起こしていた

1), 2)

．

Membrane Molecules Mobile even after Chemical Fixation
Kenichi G. N. SUZUKI1,2, Kenji A. K. TANAKA1,* and Akihiro KUSUMI1
1
Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University
2
PRESTO-Japan Science and Technology Agency
*Present Address: Ajinomoto Co., Inc.
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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3) GPI アンカー型タンパク質は，固定の原点に戻っ
て，アルコール固定すると，固定可能．しかし，18 世
紀とは違って冷凍庫があるので，40C に冷やしたメ
チルアルコールを用い，固定中の細胞温度を 20C
くらいにして固定するのがマイルドでよい（5 分以内，
抗体の結合能が保たれやすい）
．しかし，細胞からの背
景蛍光が増えるので，化学固定がダメなときに限る．
4) 脂質はラフト関連分子も非ラフト分子も化学固定
は不可能．アルコール固定をすると，ほとんどの脂質
が抽出されて細胞からなくなり，実用的でない．
さらに，以下の重要な結果が得られた．
図2
2 種の代表的な化学固定操作を行った後のさまざまな細胞膜分子
の典型的な軌跡

（1） 上 記 の 方 法 を 用 い て も， 固 定 さ れ な い 分 子 が

かってきた．ここで，1 分子法を用いて調べたのは，

（2）免疫染色抗体には，抗体から 1 価の Fab 断片を作

5-20% 程度残る．動ける分子は，抗体によって集めら
れるので，それを念頭に結果の解釈が必要．

固定処理後の細胞膜分子のように，動きやすさが 1 分

製して用いる方が安全．

子ごとに大きく違うときに，それらを漏らさず調べる

おわりに

4.

ためにきわめて有用であったからである．このよう
に，化学固定後の分子運動を 1 分子追跡によって調べ

この 50 年来蓄積されたデータすべてについて，上

た結果は，過去 50 年の免疫抗体染色データに見直し

記の固定条件を基準として，再検討することが必要で

を迫ることとなった．

ある．具体的には，文献を読む際に，上記の固定条件

3.

より弱い固定で行われた実験結果については，抗体に

細胞膜分子は「固定」できるか？

よる凝集の可能性を考慮して，自分なりの解釈を行う

化学固定の免疫抗体法への応用を考えると，次の

必要がある．ラフト領域は，牛海綿状脳症などさまざ

2 点の両方が達成できる必要がある．すなわち，生体

まな疾病やウィルス感染・増殖などにもかかわってお

分子に結合する固定剤分子の数を増やしていったと

り，本研究によって，これらの研究の大きな障害の

き，
（1）分子の動きを封じ，かつ（2）分子に多数の

1 つが取り除かれたことになる．

固定剤が結合した条件にもかかわらず抗体が認識して

文

結合できる，という 2 つの条件を満たす固定方法を見
つける必要がある．後者の条件は今までのデータから
大体わかっており，通常，「4% パラホルムアルデヒ

献
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5)
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Kawahara, J. et al. (1992) Anal. Biochem. 201, 94-98.

時は，グルタールアルデヒドは背景の蛍光シグナルを
与えることが多く，この条件からも使える上限濃度は
0.2% 程度であった．
図 2 に，分子の拡散運動の典型的な 1 分子軌跡を
示す．これらの結果，上の（2）を満たす範囲で，細
胞分子の固定ができる程度は，分子によって大きく異
なることがわかった．
すなわち，結果は以下のようにまとめられる．

鈴木健一

1) 膜貫通型タンパク質分子は，化学固定を強くする
と，分子の固定が可能．
2) 主要なラフト関連タンパク質である GPI アンカー
型タンパク質は，抗体の結合能をある程度保つことの
できる条件の固定では，固定は不可能．
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任意のトランスポーターの大量発現法
宮地孝明1，森山芳則1,2

1.

1

岡山大学自然生命科学研究支援センター ゲノムプロテオーム解析部門

2

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体膜機能生化学研究室

はじめに

トランスポーターは物質やイオンの流通を通じて，
化学伝達，薬物・老廃物排泄，栄養吸収など生体の恒
常性の維持に重要な役割を担っている．しかしなが
ら，トランスポーターの実用的な大量発現系はこれま
で確立されていなかった．最近，テルアビブ大学の
Nelson 教授は，細菌だけではなく真核生物の任意のト
ランスポーターに適用できる新しい方法を開発し
図1
これまでのトランスポーター研究

た 1)．われわれは彼らと共同で，この方法が動物はも
とより植物由来の任意のトランスポーターに適用でき
ること，この方法で調製したトランスポーターは完全
に輸送機能を保持していることを見いだしたので，以

型ヌクレオチドトランスポーター（VNUT）
，小胞型

下に概説する 2)．

興奮性アミノ酸トランスポーター（VEAT）と命名し

2.

た 4), 5)．しかしながら，この方法は調製までに多くの

これまでの発現法

ステップと時間をとられるわりに精製できるタンパク

トランスポーターの輸送機能はベクトル反応であ

量が少ない．もう一段先の研究には次世代の方法が必

り，その機能測定には酵素反応とは異なった工夫が必

要であった（図 1）
．

要である．一般的には cDNA（あるいは cRNA）を細

3.

胞に導入し，トランスポーターを原形質膜に発現さ

大腸菌を用いたトランスポーター大量発現の問題

せ，輸送活性測定されてきた．しかし，この方法では

大量発現系として最も簡便な方法は大腸菌を用いる

（1）発現量が低い，（2）発現量や発現部位が制御でき

ものである．GST などのタグを N 末あるいは C 末端

ない，
（3）駆動力が自在にかけられないなどの多くの

に付け，アフィニティー精製することで容易に精製で

問題点があった（図 1a）．われわれはこれらの問題点

きる．しかしながら，トランスポーターにおいてはこ

を解決するために昆虫細胞による大量発現系を用い

の方法ではその多くが活性を保持できないことがわ

た．すなわち，リコンビナントバキュロウイルスを用

かっていた．大腸菌においてリコンビナントトランス

い，昆虫細胞に His タグ付きトランスポーターを大量

ポーターは疎水性が高いためフォールディングがうま

発現させ，界面活性剤にて可溶化し，Ni-NTA アフィ

くいかず，封入体という不溶性の凝集体を形成し，活

ニティーカラムにて精製後，人工膜小胞に再構成する

性を保持した構造を維持できないためである．すなわ

というものである（図 1b） ．この方法を用いれば，

ち，活性を保持したトランスポーターを大腸菌に大量

常に一定量のトランスポーターの輸送機能を一定の条

発現させる汎用性の高い方法がこれまでなかった．

3)

件下で測定できる．この方法を用いて，われわれはシ

4.

ナプス小胞への ATP あるいはアスパラギン酸濃縮を
司る小胞型トランスポーターをそれぞれ同定し，小胞

大腸菌を用いたトランスポーターの大量発現 1)

Nelson 教授はこの問題を克服した．彼はトランス

Combinatorial Method for Overexpression of Membrane Proteins
Takaaki MIYAJI1 and Yoshinori MORIYAMA1,2
1
Advanced Science Research Center, Okayama University
2
Department of Membrane Biochemistry, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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ポーターにフォールディングされやすい 100 アミノ酸

可溶化できた．可溶化したトランスポーターを Ni-

程度の可溶性の  ヘリックスタンパク質を付けるこ

NTA アフィニティーカラムにて精製した．培養液 1 L

とで，封入体形成が抑制され，活性を維持できるので

あたり数ミリから数十ミリグラムの精製トランスポー

はないかと考えた．そこで，大腸菌由来の可溶性タン

ターを得ることができた（図 2c）
．

パク質の中から，ホルムアルデヒド分解オペロンに属

その次のステップをわれわれが担当した．すなわ

する YaiN () ，機能未知の YbeL () をほ乳類およ

ち，われわれはこれを凍結融解希釈法にて人工膜小胞

び植物のトランスポーターの N 末端と C 末端領域に

に再構成し，輸送活性測定した．その結果，すべての

付 け， 大 量 発 現 系 を 構 築 し よ う と 試 み た（図 2a）
．

トランスポーターは輸送活性を維持していた（図 2d）
．

Nelson 教授が多数のタンパク質の中からなぜこの 2 種

さらに，現在までに調べた数十種類以上の動物や植物

類を選んだのかはわからない．隣のベンチにいた学生

のトランスポーターすべてに活性があった．

6)

7)

によると，彼は大腸菌の関連タンパク質の 1 次構造を

これでようやく任意のトランスポーターの大量発現

びだしたそうである．ある種の天才の所行なのだろう
か？

おわりに

5.

多数比較して，
「これとこれ」といってこの 2 つを選

法を構築できた．界面活性剤が高価である難がある

彼は，汎用性が高いことを示すために 10 種類

以上のトランスポーターにタグを付けた．その結果，

が，いつでも，どこでも，必要なときに必要なだけ調

すべてのトランスポーターにおいて 8 パターンの組み

製することが可能となった．この方法は構造生物学，

合わせ（1: N 末端に  を付けたもの，2: C 末端に 

生化学，生物物理学などさまざまな分野においてトラ

を付けたもの，3: N 末端に  を付けたもの，4: C 末端

ンスポーター，レセプターなどの膜タンパク質に応用

に  を付けたもの，5: N 末端と C 末端に  を付けた

できる．今や膜タンパク質解析が難しい時代は過去の

もの，6: N 末端と C 末端に  を付けたもの，7: N 末

ものとなった．Nelson 教授は筆者の 1 人森山の留学時

端に  と C 末端に  を付けたもの，8: N 末端に  と

代のメンターである．25 年ぶりの共同研究による膜

C 末端に  を付けたもの）のうち，いずれかの組み

タンパク質研究のブレイクスルーをうれしく思う．な

合わせにより確実に発現を確認できた（図 2b）．発現

お，現在，JST-MOST による日本―イスラエル交流研

させたトランスポーターを Fos-Choline-16/14 などのマ

究助成によりこの成果に基づく神経系トランスポー

イルドな界面活性剤にて可溶化し，ウエスタンブロッ

ターのタンパク質バンク作りが進められている．

ト法によりトランスポーターが可溶化されていること

文

を確認した．マイルドな界面活性剤では封入体は可溶
化されないため，本発現系ではリコンビナントトラン
スポーターが封入体を形成しないことを示している．
しかも，対象にしたトランスポーターすべてにおいて
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宮地孝明

図2
トランスポーターの新しい大量発現・機能解析法（例：小胞型ヌク
レオチドトランスポーター）

森山芳則



宮地孝明（みやじ たかあき）
岡山大学自然生命科学研究支援センターゲノムプ
ロテオーム解析部門助教
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科にて博士課程
を修了後，2009 年より現職．
研究内容：トランスポーターの生化学
連絡先：〒 700-8530 岡山市津島中 1-1-1
E-mail: tmiyaji @pharm.okayama-u.ac.jp
森山芳則（もりやま よしのり）
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
岡山大学大学院薬学研究科を修了後，帝京大学薬
学 部， 米 国 Roche Institute of Molecular Biology，
大阪大学産業科学研究所，広島大学理学部などを
経て，1999 年より現職．2011 年より薬学部長．
研究内容：トランスポーターの生化学
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F1-ATPaseの回転のメカニズムにおける
水のエントロピーの重要性
吉留

1.

崇

京都大学エネルギー理工学研究所

はじめに

FoF1-ATPase は生体内膜に埋もれた Fo 部分と可溶性
の F1 部分から構成され，Fo 部分におけるプロトン輸
送に共役して F1 部分において ADP と無機リン酸塩
（Pi）から ATP を合成する．単離した F1-ATPase は ATP
との結合→加水分解→分解生成物の遊離という化学プ
ロセスを繰り返しながら回転する．X 線結晶構造解析
によると， サブユニットの周りに  サブユニットと
 サブユニットが交互に並んでいる（図 1a）1)．上記
の化学プロセスを繰り返しながら， サブユニットは
Fo 側から見て反時計回りに回転する．ATP 1 分子を加
水分解する間に  サブユニットが 120 回転する．ま
たこの回転にはサブステップが存在する 2)．まず ATP

図1
（a）結晶構造 1) の Fo 側から見た模式図．黄線はサブユニット間の
インターフェイスにおいて密にパックしていることを表す 8)．（a）
→（b）→（c）の順番に構造が変化する．3 本の円弧は 3 つのサブ
複合体を表す 7)．サブ複合体は結晶構造図 1a における位置で定義
する（図 1a と図 1c を参照）．40 の回転に伴い図 1a とは異なる
構造に変化するので，図 1b の DPHO 以外のサブユニットにはプラ
イムをつけた．Pi の放出に関しては，DP から放出される説と E
から放出される説があり 10)，いまだ解決していない．いずれの場
合でも回転の描像には影響しない．

の 結 合 に よ っ て 80 回 転 し サ ブ ス テ ッ プ に 達 す る
（ATP 加水分解待ち状態）．その後 ATP 加水分解が起
こり，Pi が遊離する際 40 回転する．1 分子測定によ
ると結晶構造は ATP 加水分解待ち状態に対応する 3), 4)．
したがって結晶状態（図 1a）から出発するとまず 40
回転し（図 1b）
，その後 80 回転する（図 1c）．
結晶構造 1) によると，3 つの  サブユニットのうち
2 つ（TP と DP）はヌクレオチドを結合して閉じてお
り，残り（E）は開いている．触媒サイトは  サブユ

箇所を含む， サブユニットのかなりの部分を削って

ニットにあり，隣接する  サブユニットとの間のイ

も正しい方向に回転する 6)．これらの結果は直接的な

ンターフェイスに存在する（DP，TP，E をそれぞれ

相互作用ではない，別の因子により回転が引き起こさ

図 1a のように定義する ）．ATP 加水分解は DP サブ

れることを強く示唆する．

1)

ユニットで起こる． サブユニットが 120 回転する

最近われわれは，
「水のエントロピー」を主体とし

間に，3 つの  サブユニットが構造変化する．120 回

た F1-ATPase の回転のメカニズムを提案した 7)．この

転前後の構造は同じである．

解説ではその概略を紹介する．

 サブユニットと  サブユニットとの間の直接的な

2.

相互作用が回転に重要ではないかと考えるかもしれな

水のエントロピーに着目した回転のメカニズム

い．しかし， サブユニットと静電相互作用をする 

F1-ATPase の結晶構造では，サブユニット間のイン

サブユニットの DELSEED モチーフとよばれる荷電性

ターフェイスのパッキングが著しく不均一である．

アミノ酸残基の領域をアラニンに置換しても回転す

図 1a に示すように，特に ，DP，DP，E の 4 つの

る 5)．さらに DELSEED モチーフと相互作用している

サブユニットが密にパックしている 8)．結晶構造から

Crucial Importance of Translational Entropy of Water in Rotation Mechanism of F1-ATPase
Takashi YOSHIDOME
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
※図 1 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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 サブユニットが 40 回転すると DP サブユニットが

体 I と II でそれぞれ 2184 Å3，2918 Å3 の排除容積の減

とよぶ）に変

少，サブ複合体 III では 5102 Å3 の排除容積の増大が

閉じた構造から半分開いた構造（

HO
DP

化するため 3)，この密なパッキングは DP サブユニッ

起こる．サブ複合体 III で生じる損失は非常に大きく，

トの構造変化を効率的に  サブユニットの回転に結び

損失をうまく補償しながら回転しないと，非常に大き

付けるのに必要だと考えられる．

な自由エネルギー障壁を越えなければならなくなり，

われわれは「不均一性と  サブユニットの回転を結

回転できないと考えられる．

び付けるものが水のエントロピーである」と考え，研

たとえば図 1a → 1b の場合，結晶構造から  サブ

究を行った ．水のエントロピー（水和エントロピー）

ユニットが回転するに伴い DP サブユニットが開いて

7)

の詳細は解説 を見ていただくことにして，ここでは

いく．この構造変化はサブ複合体 III のパッキングを

概説にとどめる．密なパッキングは疎水相互作用によ

崩してしまい，水のエントロピー損失がサブ複合体

り形成される．この相互作用は水のエントロピーに

III で生じる．しかし  サブユニットの反時計回りへ

よって駆動されることが知られている．タンパク質が

の回転により，サブ複合体 II のパッキングはより密

水中にあるとき，水分子の重心が入れない排除空間が

になり，水のエントロピー利得が生じる．この利得に

ある．タンパク質が密にパックすると排除空間のオー

より損失を補償しながら回転すると考えられる．さら

バーラップが起こり，排除空間の容積が減少する．こ

に電荷をもつ Pi の放出は，水和による系のエネル

のことにより水分子の並進移動に可能な領域が増大

ギーの減少をもたらすと考えられる．よって系の自由

し，水のエントロピーが増大する．水のエントロピー

エネルギーは図 1a → 1b で減少する．図 1b → 1c に

効果によってタンパク質原子間に生じる相互作用は，

関しては論文 7) を参照いただきたい．

9)

水を介した間接的なものであり，水分子の数倍程度原

描像の妥当性を調べるためには図 1b の結晶構造が

子間距離が離れていても働く，かなり長距離なもので

必要であるがこれまで得られていない．われわれは現

ある．

在，図 1a から 16 回転した結晶構造が報告されてい

 サブユニットの回転により，サブユニット間のイ

る Yeast の F1-ATPase の構造を使って描像の妥当性を調

ンターフェイスのパッキングだけでなく，3 つの  サ

べている．解析途中であるが，描像とコンシステント

ブユニットの構造も変化するので，われわれは結晶構

な結果が得られている．この研究は京都大学の木下正

造（図 1a）を以下の 3 つのサブ複合体に分解し，そ

弘先生および横浜市立大学の池口満徳先生，伊藤祐子

れぞれの水のエントロピーを計算した．

氏と共同で行われた．池口満徳先生にはこの原稿に対

サブ複合体 I：

，E，E，TP

サブ複合体 II：

，TP，TP，DP

してコメントをいただいた．

サブ複合体 III： ，DP，DP，E

文

計算には，水のエントロピーに対応する物理量を短時
間にかつ正確にできる，分子性流体の統計熱力学理論
に基づく方法論 9) を使った．計算の結果，水のエント
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20727.

の順番であった．
 サブユニットが 120 回転するとサブ複合体レベ
ルでの構造変化が起こる（具体的な変化は図 1c を参
照いただきたい）
．その結果元の構造に戻るので，回
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ATP 加水分解による自由エネルギー分だけ系の自由エ
ネルギーは下がる．しかし回転の前後においてサブ複

吉留 崇（よしどめ たかし）
京都大学エネルギー理工学研究所特定助教
研究内容：水の並進エントロピーに着目したタン
パク質折り畳み・変性および ATP 駆動タンパク
質の研究．
連絡先：〒 611-0011 京都府宇治市五ケ庄
E-mail: t-yoshidome@iae.kyoto-u.ac.jp

合体 I では 540 kJ/mol，サブ複合体 II では 1010 kJ/mol
の 水 の エ ン ト ロ ピ ー 利 得， サ ブ 複 合 体 III で は
1550 kJ/mol の水のエントロピー損失がそれぞれ生じ
ていることがわかった．これらの変化はおもに排除容
積変化によって生じる．120 の回転に伴いサブ複合

吉留
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暗所作動型プロトクロロフィリド還元酵素中の
特異な
［4Fe-4S］
クラスターの電子構造
鷹野

1.

優

大阪大学蛋白質研究所

は電子移動に使われる補因子であり，DPOR の還元コ

はじめに

ンポーネントとプロトクロロフィリド結合部位の間に

金属はタンパク質などの生体分子と相互作用するこ

存在することから，還元反応に必要な電子の仲介を

とで，酵素反応や神経伝達などの生命活動に重要な役

担っていると考えられる．

割を果たしている．多くの生命体では，ある特定の金

NB クラスターは通常の［4Fe-4S］クラスターとは

属が不足すると生命体は金属欠乏症となる一方，必須

異なり，3 個の Cys 残基と 1 個の Asp 残基が鉄イオン

金属の過剰な摂取も金属の毒性が生じ重篤なダメージ

に配位している．このような特異的な配位様式の影響

を与える．また金属は生体分子の機能を調べるための

に関しては変異体実験により調べられており，Asp を

プローブとして導入されており，金属―生体分子相互

Cys に 置 換 し た D36C 変 異 体 で は， 通 常 の［4Fe-4S］

作用の解明は生命現象の理解を深めるだけでなく，新

クラスターと同様に 4 個の鉄イオンのおのおのに Cys

しいプローブや薬剤の可能性を与えるものである．そ

残基が配位しているものの，酵素活性が消失すること

こで，われわれは量子化学計算を用いた金属と生体分

が報告されている．このことから，Asp 残基の配位は

子との相互作用の分子レベルでの解明，特に遷移金属

酵素機能に必須であることがわかる．そこで NB クラ

タンパク質の活性中心や補因子の電子構造の制御機構

ス タ ー に お い て，Cys か ら Asp へ の 変 換 が［4Fe-4S］

の解明をめざして研究を行っている．

クラスターの電子構造や酸化還元電位にどのような効

光合成に必須なクロロフィルの生合成に関与する酵

果を与えるのかに着目した．

素群の 1 つである暗所作動型プロトクロロフィリド還

3.

元酵素（DPOR）には特異な分子構造をもつ［4Fe-4S］

金属タンパク質の量子化学計算

クラスター（NB クラスター）が含まれている 1)．本

酵素反応や電子移動の主役は電子であり，その挙動

稿では，その分子構造が［4Fe-4S］クラスターの電子

を取り扱うには量子化学計算が必須となる．最近の計

構造にどのような影響を与え，機能に結びつくのかを

算機の発達や計算アルゴリズムの発展によって，生物

量子化学計算により明らかにしたので報告する ．

学への量子化学計算によるアプローチがさかんに行わ

2)

2.

れている．遷移金属タンパク質の場合，遷移金属の d

DPOR 中の［4Fe-4S］クラスター

電子同士が強く相関するために，さまざまな電子構造

［4Fe-4S］クラスターは，フェレドキシンやニトロ

をもちうる．それゆえ，遷移金属タンパク質の電子構

ゲナーゼなどのさまざまな生体分子で電子移動や酵素

造の取り扱いは非常に難しい．これまで，量子化学計

反応にかかわる補因子である ．［4Fe-4S］クラスター

算を用いて遷移金属タンパク質の活性中心の電子構造

は鉄イオンを 4 個もつため，さまざまな酸化状態（I-,

の制御機構を明らかにする中で，
「タンパク質の機能

II-, III-）や酸化還元電位（650 mV 〜 350 mV）をと

発現では，補因子が固有にもつ性質をタンパク質環境

ることができる．通常の［4Fe-4S］クラスターの鉄イ

（構造歪み・静電相互作用・ダイナミクス）が強め，制

3)

御している」という作業仮説を着想するにいたった 4)．

オンにはおのおの Cys 残基が配位している．
DPOR はプロトクロロフィリドの C17  C18 2 重結

そのため，本研究でも補因子［4Fe-4S］クラスターが固

合を立体特異的に還元し，クロロフィリド a を生成す

有にもつ性質に着目している．まず，モデル化にあたっ

る酵素である．この反応により，生成物がクロロフィ

て，DPOR（NB cluster model）
，D36C（D36C model）
，お

ル特有の緑色を呈色するようになる．NB クラスター

よび D36A 変異体中の［4Fe-4S］クラスターの構造に

Electronic Structures of the Novel [4Fe-4S] Cluster in Dark-operative Protochlorophyllide Oxidoreductase
Yu TAKANO
Institute for Protein Research, Osaka University
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．



目次に戻る
特異な［4Fe-4S］クラスターの電子構造

ついては X 線結晶構造解析のデータ（PDB ID: 3AEK）
を初期構造とした．また配位するアスパラギン酸およ
びシステインの C 炭素を水素原子に置き換えた．そ
れらのモデルに対して密度汎関数法（B3LYP 法）5) に
より構造最適化を行い，その電子構造を調べた．
［4Fe-4S］クラスターは複数の遷移金属をもつため，
それに起因する多様な電子構造を取りうる．そこで，
（i）おのおのの鉄イオンの酸化状態，（ii）鉄イオンの
d 電子の占有軌道，（iii）電子スピンの向きの組合せを

図1
［4Fe-4S］クラスターの II-/III- 酸化還元反応の RAMO．

考慮した，可能な電子配置についてすべての場合を計
算 し（I-：15 通 り，II-：450 通 り，III-：1500 通 り）
，そ
の中でエネルギーが最も安定なものを選択した．ま
た，タンパク質環境の効果に関しては分極連続体モデ
ル（誘電率＝4.0, 10.0）を用いた．
4.

NB クラスターの電子構造と機能の関係

電子構造を調べるためにおのおののモデルの redox
active molecular orbital（RAMO）の形や対称性を比較し
た．その結果，I-/II- の酸化還元反応の RAMO はどれも
Fe–Fe 軌道相互作用と Fe–ligand* 軌道相互作用からできて
いること，一方，II-/III- の酸化還元反応の RAMO は
Fe–Fe* 軌道相互作用と Fe–ligand* 軌道相互作用から構成

図2
DPOR の［4Fe-4S］クラスター周りの環境．

されていることから，各モデルの RAMO の形や対称性
に大きな違いがなく，［4Fe-4S］クラスターのコアの電

相互作用・ダイナミクス）が電子構造をどのように制

子構造は大きくは変化しないことがわかった（図 1）
．

御していくのかについて詳細な研究を進めていきたい．

次に，おのおののモデルの酸化還元電位を計算した

謝

ところ，I-/II- 酸化還元反応では誘電率の変化に関係

辞

な く， 酸 化 還 元 電 位 の 大 き さ が NB cluster model

本研究は米澤康滋先生（大阪大，現近畿大）
，藤田

> D36C model となった．一方 II-/III- 酸化還元反応の

祐一先生（名古屋大）
，栗栖源嗣先生（大阪大）
，中村

場 合， 誘 電 率 ＝4 で は NB cluster model > D36C model

春木先生（大阪大）との共同研究により行われました．

と変わらなかったが，誘電率が上昇し 10 以上の親水

ここに深く感謝いたします．

的な環境になると酸化還元電位が逆転し，NB cluster

文

model が D36C model より電子を渡しやすくなること
が明らかとなった．
以上の計算結果をもとに，結晶構造解析の結果を用
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3)

Cammack, R. (1992) Adv. Inorg. Chem. 38, 281-322.

4) (a) Takano, Y., Nakamura, H. (2010) J. Comput. Chem. 31, 954-962.

いて NB クラスター周りの環境を調べたところ，NB
5)

クラスターは水分子や周りのアミノ酸と水素結合を多

(b) Yamasaki, H. et al. (2008) J. Phys. Chem. B 112, 13923-13933.
Becke, A. D. (1993) J. Chem. Phys. 98, 5648-5652.

く形成した親水性の高い環境にあり（図 2），［4Fe-4S］
クラスターの配位子が Cys から Asp へと変わることで
プロトクロロフィリドの還元に必要な電子を渡しやす
くしているものと考えられる．
5.

おわりに

DPOR 中の特異な［4Fe-4S］クラスターは親水的な環

鷹野

境下で通常のものより電子供与性が強くなることが明
らかとなった．今後はタンパク質環境（構造歪み・静電
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大腸菌複数べん毛モーターの回転方向転換に
おける同期性
福岡

1.

創

東北大学・多元物質科学研究所

図 1b に示すように，同一細胞上のモーター同士は

はじめに

反時計方向（CCW）から CW，CW から CCW のどち

生物はさまざまな外環境の変化に対して応答する

らの方向転換も同じようなタイミングで行われてい

が，これには真核生物から原核生物の幅広い生物種に

るように見えた．異なる細胞のモーター同士ではそ

備わったシグナル伝達系が深くかかわっている．中で

れぞれのモーターが独立に方向転換しているように

も大腸菌は 2 成分制御系とよばれるシグナル伝達系を

見えた．そこで回転方向転換の同調を検証するため

用いて，好ましい環境へ移動し，好ましくない環境か

相関解析を行った（文献 4 参照）．その結果，同一細

らは逃避する ．この行動は走化性とよばれ，運動器

胞のモーター同士では回転方向転換のタイミングに

官のべん毛モーターの回転方向を走化性システムで制

相関があることを示すピークが 0 秒付近に検出された

御することで達成される 2)．外環境シグナルは細胞極

が，異なる細胞のモーター同士では有意なピークは

に局在する走化性受容体によって認識され，受容体は

検出されなかった（図 1c）．以上のことから同一細胞

入力シグナルに応じて受容体に結合したヒスチジンキ

では複数のモーターの回転方向が同調的に制御され

ナーゼ CheA の自己リン酸化活性を調節する．その結

ることがわかった．1983 年に複数べん毛モーターの

果 CheA のリン酸基は速やかに応答制御因子 CheY へ

回転を同時計測した論文が 2 つのグループより発表さ

転移され，リン酸化 CheY（CheY-P）はシグナル伝達

れたが，モーター同士の同調的な回転方向転換は報

分子として細胞質を伝わり，べん毛モーターに結合し

告されていない 5), 6)．今回われわれは，より自然な状

てモーターの時計方向（CW）回転の割合（CW バイ

態の細胞でモーターの回転を高時間・空間分解能で

アス）を上昇させる ．これまでに，走化性にかかわ

計測し，モーター同士の同調的な回転方向転換の検

るタンパク質，それらの機能および局在部位などにつ

出にはじめて成功した．

1)

3)

いては非常に多くの知見が蓄積されている．しかし，

モーター同士の回転方向転換をより詳細に解析する

受容体から発せられたシグナルがどのように細胞質内

と，CCW から CW，CW から CCW のどちらも受容

を伝わり，複数のモーターの回転方向が制御されるか

体から遠いモーターが数十〜数百ミリ秒ほど遅れて回

などについては非常にあいまいであった．本稿では細

転方向転換していた（図 1d）
．また回転方向転換の相

胞内シグナル伝達の実態を捉えるための実験およびそ

関を示すピークは 116 ミリ秒遅れて検出されており

の結果について紹介する．
2.

（図 1c，）
，これは実際のモーターの回転方向転換
の時間遅れと一致する．他の細胞においても同様の計

複数べん毛モーターの同時計測

測を行い M22–M12 に対して  値をプロットすると，

細胞内のシグナル伝達のようすを捉えるためには，

M22–M12 の増加に伴い  値が増加する傾向が見られ

シグナルに対する出力（モーターの回転方向転換）を，

た（図 1e．M1, M2,  は図 1e 説明文参照）
．以上の

細胞の異なる部位に構築された複数のモーターで同時

結果から細胞極の受容体で CheY-P が生産され，細胞

に計測することが有効と考えた．微小ビーズを同一細

質へ拡散し，拡散による時間遅れを伴って各モーター

胞上の複数のべん毛繊維に付着させ，ビーズの回転を

へ伝達されたと考えられる．モーターの CW バイア

高速カメラで撮影した（図 1a） ．また細胞内シグナ

スは，ある CheY-P 濃度（閾値）を境に急激に上昇す

ルを発する受容体の局在部位を特定するため，受容体

ることから 3)，モーターは周囲の CheY-P 濃度が閾値

結合タンパク質 CheW の GFP 融合タンパク質を細胞

を超えたときに CCW から CW 回転へ転換し，閾値を

に発現させた．

下回ると CCW 回転に戻ると思われる．ただし CheY-P

4)

Coordinated Regulation of Multiple Flagellar Motors on a Single Escherichia coli Cell
Hajime FUKUOKA
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
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図1
複数べん毛モーターの同時計測．（a）計測システム図．1,250 frames/s で回転計測．（b）べん毛モーター回転速度の時間変化．正は CCW 回
転，負は CW 回転．それぞれ 1a のモーター 1，モーター 2，モーター 3 の解析結果．（c）モーター 1 および 2 の相関解析（黒線）． は相
関のピークの時間（ここでは 116 ミリ秒）．モーター 1 および 3 の相関解析（灰線）．（d）べん毛モーターの回転速度（1b の 0-3 秒を拡大）．
上段はモーター 1，下段はモーター 2．（e）M22–M12（M1；受容体に近いモーターと受容体の間の距離．M2；受容体から遠いモーターと受容
体の間の距離）と  値の関係．（f）細胞内シグナル伝達のモデル．（文献 4 の図を改変して掲載）

の単純拡散のみでは実験結果を説明できない．CheY-P

謝

辞

が細胞極から拡散で広がるならば，上昇した CheY-P

本研究は石島秋彦教授，修士学生の寺澤隼君，井上

濃度は受容体から遠いモーター周囲で先に下降するた

裕一助教，技術職員の高橋泰人さん，博士学生の佐川

め， 受 容 体 か ら 遠 い モ ー タ ー が 先 行 し て CW か ら

貴志君の多大なご協力により遂行することができまし

CCW 回転へ戻ることになる．しかし実際の結果はど

た．この場をお借りして御礼申し上げます．

ちらの回転方向転換も受容体に近いモーターが先行す
文

る．この結果を説明するためには，まず受容体に近い

1)

モーターで CheY-P 濃度が上昇し，ある時間遅れと共

献
Wadhams, G. H., Armitage, J. P. (2004) Nat. Rev. Mol Cell Biol. 5,
1024-1037.

に遠いモーターで濃度上昇が起こる．そしてその後，
受容体に近いモーターで CheY-P 濃度が減少し，続い

2)
3)

坂野聡美ら (2007) 細胞工学，26, 903-908.
Cluzel, P. et al. (2000) Science 287,1652-1655.

て遠いモーターでもその濃度が減少する必要がある

4)

Terasawa, S. et al. (2011) Biophys. J. 100, 2193-2200.

（図 1f）
．現在われわれは細胞極で一過的に上昇した

5)

Macnab, R. M., Han, D. P. (1983). Cell 32,109-117.

6)

Ishihara, A. et al. (1983) J. Bacteriol. 155, 228-237.

CheY-P 濃度分布が波のように反対側の細胞極へ伝達
されるような機構を推察している．
3.

おわりに

本研究において細胞内シグナル伝達のようすが推察
できるようになってきた．しかし，どのようにして波
のような CheY-P の濃度分布が形成されるのか？また
それに CheY-P の細胞内拡散がどのようにかかわるの
か？など，明らかにすべきことが多く残されている．

福岡

今後これらの疑問を明らかにし，生物の外環境認識・
応答の一連の流れを理解していきたい．
トピックス
新進気鋭
シリーズ
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Secトランスロコンと共に機能する
SecDF膜タンパク質の構造
塚崎智也

1.

東京大学大学院理学系研究科

プラズム領域の構造と，別途構造解析を達成した P1

はじめに

ドメインの詳細構造を用いて構築した SecDF の構造

細胞質で新規に合成される多くのタンパク質は，膜

モデルのペリプラズム領域を示した．この構造を比較

を超えて輸送される分泌タンパク質である ．細菌で

すると，P1 のヘッド領域の配向が大きく異なってい

は SecY/SecE/SecG からなる複合体がタンパク質の通り

ることがわかった．この構造変化は，ヘッド領域と

道となるチャネル（Sec トランスロコン）を形成し，タ

ベース領域の間のくびれた領域を中心に，ヘッド領域

ンパク質の輸送は SecA ATPase によって駆動される 2)-6)

が約 120 度回転したことによる．図 2a の構造体を F

（図 1a）
．この過程は，プロトン駆動力（PMF: proton

型，図 2b の構造体を I 型と名付けた．大腸菌 SecDF

1)

motive force）や膜タンパク質 SecDF によって促進され

を用いた in vivo, in vitro 解析によって，ヘッド領域が

るが，SecDF の構造と機能の詳細は不明であった 7)．

SecDF の活性に必須であり，F 型と I 型の構造変化が

筆者らは，SecDF の詳細構造をはじめて X 線結晶構造

SecDF の機能に重要であることを明らかとした．この

解析によって解明し，SecDF の機能を明らかにした ．

可動性のペリプラズム領域は，膜透過する基質タンパ

8)

2.

ク質のように unfold したタンパク質と相互作用する

SecDF の構造―ペリプラズム領域の構造変化―

ことを生化学的な手法により示した．

SecDF を欠失させた大腸菌はタンパク質の膜透過が
不全となり低温感受性となるなど，SecDF の重要性が
示されている．しかかしながら，具体的な SecDF の
メカニズムは明確にされていなかった．そこで，筆者
らは SecDF の詳細構造からその機能にせまろうと X
線結晶構造解析のプロジェクトを 04 年に開始させ，
06 年にセレノメチオニンの結晶を用いた単波長異常
分散法により初期位相を約 4.0 Å 分解能で決定した 9)．
しかし，分解能が悪く SecDF のモデル構築ができな
かったため，別途ペリプラズム領域の詳細構造を X
線結晶構造解析と NMR 解析で決定し，これらの構造
を参考にしてようやく 10 年に T. thermophilus 由来の

図1
（a）タンパク質の膜透過，（b）SecDF の結晶構造．

SecDF の全長構造（全長 735 アミノ酸残基）を 3.3 Å 分
解能で決定した（図 1b）．12 本の膜貫通領域（TM）
は，TM1-6 と TM7-12 が疑似 2 回対称で配置しており，
ペリプラズム側には独立した P1 ドメインと P4 ドメ
インが膜貫通領域をカバーするように配置していた．
P1 ドメインは 2 つのサブドメインから構成されてお
り，それらをヘッド領域，ベース領域と名付けた．
P1 に特徴的なヘッド領域はペリプラズム側に大きく

図2
SecDF ペリプラズム領域の構造変化．（a）全長 SecDF の結晶構造
（F 型），（b）I 型のモデル．

突出しており，ヘッド領域とベース領域をつなぐ 2 本
のループは細くくびれていた．図 2 には全長のペリ
Crystal Structure of SecDF, a Sec Translocon-associated Membrane Protein
Tomoya TSUKAZAKI
Graduate School of Science, The University of Tokyo
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3.

SecDF の膜貫通領域

SecDF の構造から，SecDF の膜貫通領域は多剤排出
トランスポーター AcrB の膜貫通領域と類似している
ことがわかった．SecDF は単独で Sec トランスロコン
と相互作用し機能するが，AcrB はホモ 3 量体を形成
しプロトンの透過とカップルした薬剤排出を行うこと
が示唆されている 10)．AcrB の膜貫通領域の中心部に
は，保存された電荷をもつアミノ酸がいくつか存在
し，プロトンの透過に直接関与し AcrB の薬剤排出活

図3
SecDF の機能モデル．SecDF の駆動力はプロトン駆動力であり
SecDF は F 型（a）と I 型（b）の構造変化を繰り返しタンパク質
の膜透過を促進するとのモデル．

性に重要であることが提唱されている．SecDF の膜貫
通領域の中心部にも AcrB と同様に保存性の高いアス
パ ラ ギ ン 酸 残 基 と ア ル ギ ニ ン 残 基（D340, D637,
R671）が存在していた（図 1b）．これらのアミノ酸
が SecDF の機能発現に重要であると予測し，別のア

細は原著論文 8) を参照していただきたい．最終的に

ミノ酸に置換した変異体を用いて，大腸菌におけるタ

「SecDF は水素（陽）イオンの細胞内への流入を利用

ンパク質膜透過活性の解析を行ったところ，変異体

して大きな構造変化を繰り返しながら，ペリプラズム

SecDF は機能を完全に失った．この結果は SecDF の膜

側で膜透過基質タンパク質と相互作用し，膜透過の高

貫通領域に保存された電荷をもったアミノ酸が，プロ

効率化に寄与する膜内在性シャペロンである」との結

ト ン の 透 過 に 関 与 し て い る と の 考 え と 一 致 す る．

論を得た．SecDF の構造決定により Sec タンパク質群

SecDF の保存性の高い領域はこの膜貫通領域の中心部

（SecY 複合体，SecA ATPase, SecDF）のすべての詳細構

から P1 ドメインのベース領域にかけて分布する．P1

造が報告されたことになる．Sec トランスロコンを介し

ヘッド領域の柔軟性と膜貫通領域は機能的に連携して

たタンパク質膜透過機構の完全理解にむけて，今後は

いることが考えられる．

これら因子からなる複合体の構造解析を推し進めたい．

4.

謝

SecDF の機能モデル

辞

本研究を進めるにあたり，濡木理教授（東京大学）
，

これらの研究結果から SecDF の作業仮説を提唱し

伊藤維昭教授（京都産業大学）
，森博幸准教授（京都

た（図 3）
．SecDF の突出したヘッド領域は，Sec トラ

大学）をはじめ多くの方々にお世話になりました．こ

ンスロコンの穴から膜透過してきた基質タンパク質と

の場をお借りし厚く御礼申し上げます．

直接相互作用すると推測したため，ヘッド領域のちょ

文
1)
2)
3)
4)

うど真下にトランスロコンを配置させた．SecDF は F
型で基質をトランスロコンから受け取った後
（図 3a）
，基質を保持した状態で I 型へと構造変化す

5)
6)
7)
8)
9)
10)

ることで，基質タンパク質の細胞質への逆戻りを防ぎ
ながらタンパク質の膜透過を積極的に介助し
（図 3b）
，続いて，基質タンパク質を手放した後 I 型
から F 型に戻り再び基質タンパク質と相互作用し機能
するとのモデルである．この一連の構造変化がプロト

献
Rapoport, T. A. (2007) Nature 450, 663-669.
van den Berg, B. et al. (2004) Nature 427, 36-44.
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Tsukazaki, T. et al. (2006) Acta Crystallogr. F 62, 376-380.
Murakami, S. et al. (2006) Nature 443, 173-179.

ンのフローと連動しながら繰り返すことで SecDF は
膜透過を促進すると提唱した．
5.

おわりに

本稿では示さなかったが，原著論文では他種の SecDF
の解析やパッチクランプ解析などから，実際に SecDF

塚崎智也

に依存したプロトンの透過が起こり，プロトンの透過
が活性に重要であることを示した．これらの解析の詳
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状態になるほど揺れが遅く，長く続くものであった．
16 年前に大阪府吹田市で体験した阪神淡路大地震の
時は，
「あっ，地震だ！」という感覚であったが，今
回は「あ〜，地震だ〜？

支 部 だより

大きな地震だ！」という感

じであった（3 月 11 日の地震の東京都の震度は，中
央区の 5 強を除いて 5 弱であった．気象庁発表 http://
www.jma.go.jp/）
． 幸 い， 研 究 室 に も， 農 工 大 小 金 井

東日本大震災：東京の会員からのご報告

キャンパス全体にも，大きな被害はなかったものの，
その日は，余震が続き，不安な気持ちで，学生と一緒
にインターネットで状況を確認するなどして，夕方ま
で時間を過ごした．その日は，中央線が止まってしま
い，
「帰宅難民」となった農工大関係者も少なくな
黒田

かった．

裕

多くの大学と同様，3 月 12 日には農工大の後期試

東京農工大学工学研究院生命機能科学部門

験が予定されており，私も試験監督に任命されていた

「支部だより」の執筆に際して，まずは東北・北関

ので，入試が本当に実施されるのかが気になってい

東の皆様，地震，津波や原発事故で大きな被害に遭わ

た．11 日午後 5 時の時点で「明日の入試は実施する」

れた方々に心からのお見舞いを申し上げます．

とメールが届いたため，翌日に試験が実施されると確
信していた．しかし，試験当日の 12 日早朝に入試を

今年は地震のためか春休みである 3 月から慌ただし

5 日間延期するとの知らせが入り，さらに，交通事

い日が続いた．5 月末に少し落ち着いたころ，生物物

情，計画停電や福島原発問題等の関係で，結局は，農

理編集室から 9 月発刊予定の生物物理学会誌に掲載す

工大は後期の 2 次試験を実施できず，センター試験の

る「支部だより」執筆の依頼が来た．通常，「支部だ

成績を基に後期の合格者を発表した．

より」は，地域編集員が各地区の生物物理学会に関す
る活動についての報告を取りまとめる欄であるが，今

3 月の手作り卒業式

回は，関東の被災状況を生物物理学会会員の皆様に広

福島原発問題は早い時点で気になっていたが，3 月

く知っていただくために，関東地区の近況をまとめて

12 日の水素爆発によって関東地域での放射線レベル

ほしいという依頼であった．

が徐々に上昇すると心配が増した．特に，3 月中は 3，

私が勤務する東京農工大学（JR 中央線で新宿から

4 日おきに計画停電が予定されたが，実施するかどう

西に 20 分）では，地震の被害が少なかったため，関

かの判断が当日まで決まらないことが大きな負担に

東地域の被害状況について記事を書くことに少々戸惑

なっていた．実験装置や計算機を 3 時間停止すること

いを感じていた．しかし，研究関連以外の記事を書く

は，多くの場合，丸 1 日実験ができないことになっ

こともない私にとって，東日本大震災を考えるよい機

て，3 月は研究が進まなかった．また，東京では，3

会になると考え，執筆を決めた．また，東京都心部の

月一杯はガソリン，乾電池，ミネラルウォーターなど

臨海副都心（江東区，東京湾の埋立地）に所在する

が不足していたことはニュースで大きく報道された通

CBRC（産総研）に勤務する野口保氏に地震発生時の

りである．私の研究室にも 4 月にフランスから訪問研

体験談をお願いし，私の報告と合わせて投稿すること

究員を迎える予定であったが結局来日を断念した．さ

にした．

らに，余震の不安から関東の多くの大学で卒業式や入
学式が自粛され，春に開かれる学会や研究会もほとん

3 月 11 日

ど開催されなかった．農工大も卒業式を行わないこと

研究室でパソコンに向かっていたところ，地震が起

が決まったが，専攻長から手作りの卒業式で生命工学

きた．はじめは，すぐ収まると思い，部屋に留まった

科（専攻）の学生の卒業を祝ってあげたいと提案が

が，揺れが大きくなり，研究室にいた学生に声をか

あった．そこで，3 月 25 日に講義室を借りて 40 分程

け，全員建物の外に避難した．今回の地震は，船酔い

度の学位授与式と，1 人，缶ビールか缶ジュース 1 本
（震災の影響で品薄の中，それでも 2 人の教員で手分
けして 250 本準備した）の懇親会と写真撮影会を行っ

E-mail: ykuroda@cc.tuat.ac.jp
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図1
東京農工大学小金井キャンパスの電力消費量（東京農工大学グリーンキャンパスワーキングおよび萩原洋一先生のご好意による図）．
）と昨年の同日（
）の消費量を示す．契約電力は 2,800 kW，2,380 kW がその 15% 節電ライン．
今年の 7 月 7 日（水，
今のところは目標達成！

た．少々質素な卒業式ではあったかもしれないが，終

暗い影を落としたといえる．一方，多くの学生や市民

わってみると卒業生が全員集まる最後の機会を設けら

がボランティア活動に参加し，節電に積極的に取り込

れてとてもよかったと思っている．

むなど，前向きな動きが多数あると感じられる（この
報告も冷房を使わずに書いている！ 7 月 15 日）
．東日

4 月の入学式と節電対策

本大震災は，東京に住む者にとって，普段はあまり見

東京では，かなりの苦痛と不安のもととなった計画

えなかった大都市での生活のさまざまな矛盾や無駄を

停電も 3 月中に終了した．4 月になると，街では一部

浮き彫りにし，考える機会を与えてくれている．この

不足していた飲料水やガソリンが流通するようになっ

教訓を無駄にしてはならない．

た．農工大においては，授業を予定通りに 4 月 7 日に
開始し，夏の節電に向けての話し合いが始まり，授業
などを 7 月上旬に終わらせる対策が検討された（図 1）
．
私が担当する講義では，60 人あまりの学生が計算機

野口

センターのパソコンを利用するため，5 月と 6 月に

保

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター

3 回ほどの臨時講義を設けて，すべてのカリキュラム

東北地方太平洋沖地震

を 7 月の最初の週に終えることにした．また，多くの

〜お台場より〜

黒田氏の報告に続き，お台場での状況を報告する．

企業や機関と同様，農工大でも夏時間を設けることに
なり，授業開始時間を 45 分早めることが決まった（こ

なお，同じ東京都内ということで重複する部分が多い

のような状況では，各機関が個別に夏時間を設けるの

ので，本報告では，お台場および私が勤務する産業技

ではなく，政府が国全体で夏時間を設定するべきと思

術総合研究所（産総研）生命情報工学研究センター
（CBRC）に関連する事象を中心に報告する．

うのは私だけか）
．

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に三陸沖を震源として
発生した東北地方太平洋沖地震は，首都圏にも震度 5

将来に向けて
今でも津波と地震によって東京とは比べものになら

強から 5 弱の大きな揺れをもたらし，東北地方とは比

ない状況に置かれている東北の被災者のことを思う

較にならないが，複数個所で被害が発生した．産総研

と，心苦しい限りである．農工大では，東京（特に多

CBRC は，東京お台場の産総研臨海副都心センター別

摩地域）のほとんどの大学と同様に大きな被害はな

館（11 階のビル）の 7 階から 10 階に入居しており，

かった．しかし，3 月 11 日の大地震は，計画停電，
福島の原発事故や節電対策など，関東で生活する者に

E-mail: noguchi-tamotsu@aist.go.jp
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私は 10 階の自室でこの揺れを体験した．ビルが免震
構造であったためか，縦揺れの後，5 分程度であった
と思うが，止まらないのではないかと感じるほど大き
な揺れが続いた．正直，ビルが倒れるのではないかと
思ったほどであった．揺れが収まって窓の外を見ると
近くのビルから黒煙（写真 1）が上っており，サイレ
ンがけたたましく鳴り響き，ついに関東大震災が起
こったと思った．家族と連絡を取ろうとしたが，電話
や携帯メールはまったく通じなかった．
室内は，柱と壁の間に隙間ができた程度で，転倒物
もなく，被害はほとんどなかったが，第二波を恐れて
避難訓練で行っている通りにビルの前の公園に避難
した．頭上には，黒煙が上がるビルの取材と思われる
報道のヘリが飛んでいた．再度，避難した所員と家族
との連絡を試みている際に，第二波の余震があった．
本震よりも規模が小さかったとはいえ，屋外で地面が
波打つのをはじめて目の当たりにし，ビルも大きく
揺れ，ゆりかもめの車両も落ちそうなほど強い揺れ

写真 1
地震直後に起こったテレコムセンター隣のビル火災の黒煙

だった．
そのような余震が数回あり，収まったと判断して
から，階段で 10 階まで戻ってテレビで東北の状況と
対岸の千葉県市原でもコンビナート火災が発生してい

の交通事情および節電を考慮して，出勤の必要がある

ることを知った．その炎は職場からも深夜まで確認で

人を除き，21 日月曜日まで出勤自粛となった．産総

きた．

研は東北とつくばにもセンターがあり，そちらの方の

その日は，深夜になって一部の電車が動き出した

被害は甚大で，特に産総研の中枢であるつくばの被害

が，お台場に乗り入れている「りんかい線」と「ゆり

によって，ネットワークなどのインフラ関連で産総研

かもめ」が運行しなかったため，CBRC でも約 50 名

全体にしばらく影響が残った．

が職場で一夜を過ごすことになった．臨海副都心セン

現在は，東電管内の電力事情に貢献するために，昨

ターでは，お台場は非常時には陸の孤島になるとのこ

年比 30% 削減を目標に節電に努めており，CBRC で

とで，食糧や水，それに毛布などを備えており，無理

も 6 月 24 日より大型計算機などを停止している．

に帰宅させることなく泊まることができる．その晩は

産総研臨海副都心センターは，埋立地に立地して

余震のため何度も夜中に起こされたが，空腹や寒さに

いることもあり，防災に対する意識が高く，それに備

凍えることなく翌朝を迎えた．朝から「りんかい線」

えた準備も行われている．しかし，津波や液状化など

が動き出したこともあり，帰宅可能な職員から順に帰

を考慮すると，指示がなかったとはいえ，外に避難し

宅したが，つくばや千葉方面の職員のみ二泊したと聞

たことがよかったかなど，反省点も多い．慢心するこ

いている．

となく十分な準備と心構えをしておくことが肝要と
思う．

翌週 14 日月曜日からは，福島原発の事故，首都圏
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Rad タンパク質
Rad protein
ネズミのガン細胞で異常に発現している遺伝子
のなかに，ラット肉腫（ras）遺伝子がある．ras
遺伝子の転写産物が Ras タンパク質であり，GTP
を GDP に分解する GTP アーゼである．このタン
パク質に突然変異がはいることと，細胞のガン化
とに関係があることがわかっている．ras 遺伝子は
多くの共通祖先由来遺伝子の総称であり，ras 遺伝
子にはいろいろな種類がある．その中で，糖尿病
と関係がある ras 遺伝子は rad（ras associated with
diabetes）遺伝子とよばれている．この遺伝子の
転写産物がここで紹介する Rad タンパク質である．
糖尿病患者の骨格筋細胞では rad 遺伝子が多く発
現している場合があることがわかっている．Rad
タンパク質がインスリンの効果を阻害しているら
しい．Rad タンパク質が，具体的にどのようにし
てインスリンの効果を阻害しているのかがわかれ
ば，医学的に重要な 1 歩となりそうである．
Rad タンパク質の立体構造は Ras タンパク質と
同様，5 本の  へリックスと 7 本の  ストランド
からなる 1 枚の  シートから形成されている．
シートはかなりねじれており，いちばん端にある
 ストランドだけが，他の  ストランドに対して
逆平行になっている．GDP は，最初の  ストラン
ドと最初の  へリックスの間にあるループを含む
タンパク質の表面に相互作用している（絵の空間
充填モデル）．このループの部分は，P ループとよ
ばれており，アミノ酸配列に典型的なモチーフが
存在する．GDP のリン酸基が  へリックスの N 末
端の上にのっているのは， へリックスの双極子
モーメントを考えると納得がいく．Rad タンパク
質の立体構造を典型的な Ras タンパク質の立体構
造と比較すると，Rad タンパク質には一定の構造

をとっていない部分がたくさんあることが目立つ．
Ras タンパク質の機能発現のためには，スイッチ
I およびスイッチ II とよばれるループが，大切な
役割を果たしている．スイッチと命名されている
通り，機能のスイッチになっている．しかし Rad
タンパク質では，スイッチ I とスイッチ II および
A3-B5 ループが，結晶のなかで一定の構造をとっ
ていない．スイッチのイメージから遠い．溶液中
でもふらふらしているのであろう．Ras と Rad タ
ンパク質のこれらの部分のアミノ酸配列を比較す
ると，Ras においてループの構造形成に重要と考
えられるアミノ酸残基が，Rad では変わっている．
これらのループ部分に Rad らしさが隠れているの
かもしれない（PDB1) ID: 2dpx2)）．
1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35,
D301-D303.
2) Yanuar, A. et al. (2006) Genes Cells 11,
961-968.
(J. K.)
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義の臨場感が伝わるよう，手直しは最小限にとどめま
した．読者層は，生物物理に興味をもつ生物や物理の
大学院生を想定し，どちらか一方しか学んでこなかっ

若 手 の 声

た学生にもわかりやすいように注や解説を加えまし

〜祝，
「大沢流 手づくり統計力学」の出版と
生物物理若手の会中部支部のこれから〜

物物理以外の一般の方も読者として想定しました．こ

「大沢流

た．
（引用ここまで）さらに，本書にするにあたり，生
のように物理や数学が苦手だという人たちにも楽しん
でいただけるようにさまざまな工夫を凝らしています．

手づくり統計力学」編集部

手づくり

片山耕大
生物物理若手の会中部支部支部長

する楽しみ・おどろき・感動

このような経緯を経てようやく出版された大沢先生
の「手づくり統計力学」です．ぜひ手にとって，読み，
遊び，自分の手で統計力学を作り上げていく感覚を味
わって下さい．サイコロとチップを振るゲームは，大学
生でなくても，一般の方，おそらく中高生でも楽しみ，

祝，
「大沢流

理解することができます．また，本の中で行っている

手づくり統計力学」の出版

ゲームを簡単なシミュレーションとして，若手の会の

手づくり統計力学」がつ

Web で体験できるようにしてあります．条件やルール

いに名古屋大学出版会より出版されました！（本体価

を変えることで，いろいろと結果が変わってくるよう

格 2520 円，ISBN13 978-4815806743）

すを体験して下さい．
（http://bpwakate.net/Oosawa/）

若手の会の有志が編集

を実感していただくことができたなら，ご自身の後輩

大沢文夫先生の「大沢流

この本を通じて学問のもつ「おどろき」や「感心」
実はこの本，大沢先生の著書であると同時に，若手

や母校などへ推薦していただき，少しでも多くの方々

の会が作った本でもあります．というのも元になった

にこの本の感動を体験していただくことができれば大

のは 1996 年に開催された夏の学校における大沢先生の

変嬉しく思います．

講演であり，
（当時の & 今の）若手の会の有志がより
編集をした若手の会のメンバー

多くの方に読んでいただきたいと願い，読み物として
編集したものです．2 年前の 2009 年秋に若手の会の

以下は編集を手伝ってくれた方々で（敬称略）
，こ

ホームページで公開し，思いのほか評判がよかったの

の方たちの助けがなければここまで来ることはできな

で，名大出版より本として出版することになりました．

かったでしょう．お礼の意味も込めて，改めてここに
名前をあげさせていただきます．
Web 限定版の編集：有賀隆行（東京大学）
，五十嵐康伸

サイコロとチップのゲーム
Web 公開した当時の「若手の声」での紹介記事の一

（オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社）
，稲

部を以下に引用します．（ここから引用）生物を研究

葉岳彦（理化学研究所）
，岡崎圭一（早稲田大学）
，近

されている方の中には，物理はちょっと．．．と思われ

藤晶子（藤田保健衛生大学）
，田村美恵子（株式会社

る方も多いかと思われますが，心配ありません．話

野村総合研究所）
，冨樫祐一（神戸大学）
，鳥谷部祥一

は，サイコロを振りチップをやり取りするという簡単

（中央大学）
，根岸瑠美（東京工業大学）
，畠山剛臣

なゲームを通じて統計力学の基本的な原理を体験する

（チューリッヒ大学）
．

ことから始まります．その後，世の中はなぜ少数の金

本にするための再編集：田村和志（元・北海道大学）
，

持ちと大勢の貧乏人で構成されるのか？などの身近な

香川璃奈（慶應義塾大学）
，神庭圭佑（名古屋大学）
，

話題を通して，少しずつ統計力学の世界に入ってい

近藤洋平（東京大学）
，鈴木まゆ（京都大学）
，都築峰

き，最新の生物物理の話題にも言及していきます．

幸（名古屋大学）
，堀直人（京都大学）
，山本暁久（京
都大学）
．
（カッコ内は 2011 年 5 月時点での所属）

編集するにあたり，読み物として単独で読んで面白
くてわかりやすいことを心がけましたが，大沢先生特

編集部・連絡先：大沼清（長岡技術科学大学），正木紀隆
（浜松医科大学）
，大瀧昌子（元・早稲田大学）
，豊田太郎
（東京大学），井上雅世（大阪大学）
E-mail: oosawastat@gmail.com

有の軽快な口調（一部の人は大沢節とよぶ）を崩さず講
E-mail: kkrunner0904@yahoo.co.jp
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期ではありますが，修論発表，卒業発表会を控えた学

生物物理若手の会中部支部のこれから

生の方々に自分の研究についてプレゼンをしてもら
い，他分野の人はどのようなところに興味をもち，疑

はじめに
生物物理若手の会中部支部にて支部長を務めており

問に思っているのかを知っていただくことで，本番の

ます，片山耕大と申します．私がはじめて生物物理若

発表に生かしてもらう機会を提供することを目的とし

手の会に足を踏み入れたのは 3 年前の学部 4 年の今頃

たセミナーです．幸いにも，生物物理，生化学はもち

でした．
「顔合わせ会」と称した支部セミナーに研究

ろん，有機化学に所属している学生の方々が参加して

室の先輩に誘われて参加をしたのがきっかけでした．

下さり，基本的な質問も含めた多くの意見が飛び交

実験を主とする方，理論計算を主とする方それぞれが

い，発表者にとって本番で発表する際のイメージをつ

異なる手法を用いて「生物物理学」を志している姿に

かみ，自分へのフィードバックにつながる充実したセ

感銘を受けたのを覚えています．以降，企画される勉

ミナーとなりました．また今年に入ってからも，学振

強会やセミナーには積極的に参加をし，現在では未熟

情報交換会（4 月）において審査書類の書き方，面接

ながら中部支部の支部長を任せてもらっています．本

のノウハウに関する情報交換を行う機会を設け，また

稿では，私が誇りとしている中部支部の紹介と，今後

顔合わせ会（6 月）によりさらなる中部支部の拡大を

の中部支部のあり方，今後の活動予定について記した

目的とした支部セミナーを開催してきました．

いと思います．
今後の中部支部の在り方
「生物物理若手の会の国際化に向けて」

私が誇る生物物理若手の会中部支部

生物物理学会が，21 世紀から学会の国際化を進め，

私たち中部支部は 10 名程の実行委員を中心に活動
をしています．具体的には名古屋大学，名古屋工業大

海外からの招待講演者を増やす傾向にありました．近

学を活動中心とし，年 3，4 回の支部セミナー，支部

年では口頭発表およびポスター発表を英語で行うなど

セミナー企画に向けた支部会議を 10 回程行っていま

国際化が加速している現状であります．それに比べ，

す．実行委員の皆さんと常々「全員参加型」をめざし

まだまだ若手の会は国際化が遅れている印象を受けま

た支部セミナーを企画しています．そのため近年で

す．たとえば昨年の夏の学校では，私が所属する研究

は，先生による講演形式のセミナー以上にグループ

室から日本語の話せない留学生も参加したのですが，

ディスカッションや研究発表会といった発表形式のセ

彼が，参加者とのコミュニケーションが取れず（彼自

ミナーを中心としており，分野に問われない開放的な

身は積極的に交流するよう努めた）満足できる夏学で

セミナーを開催しています．ここで私の印象に残った

はなかったと語っていたのを覚えています．本来研究

支部セミナーを 1 つ紹介させていただきます．それは

者であれば，年齢を問わず誰もが論文を読み書きして

今年の 1 月 29 日に「プレゼン道場〜異分野交流戦〜」

英語に接しているわけですから，なぜ会話となると極

と題して生化学若い研究者の会との合同で行った支部

端に英語に対し壁を感じてしまうのでしょうか．これ

セミナーです．修士論文，卒業論文作成等で忙しい時

について，研究室に日本語を話せない外国人がいる時
といない時を経験した私なりの考えとしましては，単
に日本人が英語での会話にハードルを感じているだけ
ではないかと思います．事実，外国人の方は日本人の
ジェスチャー 1 つ 1 つからも何を伝えようとしている
のかを理解してくれますし，単語のみのとぎれとぎれ
の会話でさえもコミュニケーションを取ってくれま
す．そもそも研究をしている私たちが，素晴らしい研
究成果を外国人に伝えることができなかったらやはり
悔しいと思います．
そこで次回開催する中部支部セミナーでは，外国人
の先生をお招きして交流できる機会を設けたいと考え
ています．まだ開催に向けた支部会議を行っていない
ため白紙の状態ではありますが，中部支部に所属する
若手研究者のアクティビティーの高さがあれば , 実現

中部支部セミナー「プレゼン道場」@ 名古屋大学

も可能ではないかと信じています．
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に邁進し続けることができるという素晴らしさの反
面，若手研究者が取れる予算が全体の 1–2 割程しかな
いという厳しい一面もあります．

海 外 だより

ビジネスとしての研究職
Hammer 研で新しい案が出たりポスドク候補が来る

〜子育てと研究の両立はムズカシイ〜

度に出てくる議論が，
『Science として成立するプロ
ジェクトなのか』
，
『投資（この場合お給料と研究費）

藤原郁子

する価値がある人間・企画なのか』です．あまりにも

NIH (National Institute of Health), NHLBI (National Heart
Lung and Blood Institute), LCB (Lab. of Cell Biology),
John Hammer lab

ビジネスライクな考え方に驚きました．またその分，
研究者を養成するというよりは，プロジェクトを完遂
できるポスドクを雇う傾向が大きい気がします．大学
院生に対しても同様で，この点が日本の大学の研究室
と大きく違うかもしれないと感じる所です．明確な期
限こそないものの，成果を求められるというプレッ
シャーを日々感じます．また世にポスドクが有り余っ

はじめに

ていることもあって人の入れ替わりも多く，時折気分

NIH はアメリカ政府の研究所です．医療・基礎研

は複雑です．

究に加えて研究費予算の配分も行い，27 の機関を有
しています．私はその中で最も古い機関の 1 つである

女性が子供を育てつつ研究をしていくために

NHLBI に所属して 5 年になります．以前いた早稲田
や Yale 大学と異なりポスドク以上の研究員が多いた

ママラボ（i.e. ママの，ママによる，ママと家族の

め，平均年齢が高く家族をもつ方も多いです．今回の

ための研究室）を実現するためにどうしたらよいかを

海外だよりでは NIH またその周辺がどんな所である

NIH の女性 PI や研究員と話した際，
『育児は 2 つ目

か，またアメリカで生活していくことについて特に女

の仕事．だからといって 1 つ目の仕事である研究をお

性の方に少しでも身近に感じていただければ幸いと思

ろそかにする理由にはならない．でも女性が男性にな

います．

ることもできないのだから，自分らしい研究スタイル
を見つけることが大事よね．
』という結論にいたりま
した．子供の発熱などの理由で 1 週間ほど休むことも

研究体制
私は御歳 83 歳にしてまだ現役の Ed Korn 先生率い

あるでしょう．でもそれを 1 つ目の仕事である研究の

る LCB という部署の John Hammer 先生の下で生化学

遅れの理由として受け入れ続けると，自分自身でも線

の 仕 事 を し て い ま す．Mass Spec. や PALM, Magnetic

引きができなくなってしまう不安があるのだそうで

tweezers と生化学と顕微操作・観察については，どれ

す．頑張る女性が周囲に多いのですが，出産 48 時間

もすぐに簡単に使える状態という恵まれた環境で仕事

で退院して 1 週間後にはレストランで御飯を一緒に食

をさせてもらっています．ときどき，解析のお手伝い

べようと誘えるまでに回復する欧米人を見ると，私は

をしばしば頼まれることもあり他分野を学べるよい機

個人的にスタミナの違いを感じずにはいられません

会にも恵まれています．定量･統計解析に不慣れな人

（これを加齢現象ともいうかは不明）
．私が今いる部署

にわかりやすく説明するのは難しいですが，いろいろ

は女性が多いこともあり，子供の定期健診などが仕事

な人の仕事に少しですが触れることができてよい勉強

の合間に入ってしまうときなどは，簡単な仕事であれ

になります．私は早稲田の石渡研にいたときから精製

ばお互いに代わってもらったりします．本当に助け合

アクチンを使った仕事一筋ですが，in vivo との結果と

いつつ仕事をしている感があります．でも頑張ってい

繋がりが出にくいため，その Missing Link となるよう

る人には男女関係なく周囲もサポートするというのは

なプロジェクトがしたいと最近思います．ちなみにア

世界共通だと思います．John は私が仕事がうまくい

メリカでは定年がないため，多くのベテランの先生方

かず残って仕事をしているとオヤツを差し入れしてく

が研究室を運営しておられます．才ある先生方が研究

れます．また家族が家事・育児を助けてくれているの
は重要です．周りで子供のいる人に，仕事を続けてい
くのに何が必要か尋ねると，ほとんどが『保育所』と

E-mail: fujiwarai@nhlbi.nih.gov
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いう答えでした．保育所は生後 6 週間目から子供を受
け入れる所が多いです．NIH の敷地内にも保育所が
4 つあり，433 人の 12 歳までの子供を受け入れていま
すが人気が高く，乳児をもつ私の同僚は 2 年待ちまし
た．また NIH 内のいくつかの建物には搾乳するため
の機械が備え付けてあり，順番で使えるように皆でス
ケジュールを組みます．夕方になるにつれ，冷蔵庫が
お乳で一杯になってくる様は見応えがあります．この
ように NIH では育児をしながら実験をし続ける女性
研究者が多いですが，研究職に限らずすべての職業に
おいて家族をもつ人が思う存分働くためには，職場敷

John（前列一番手前）のお誕生日会．筆者は後列右から 3 人目．

地内・または自宅付近で長時間の預け入れが可能な保
育所があること，またフレキシブルな勤務体制などの
環境整備が鍵なのではないかと思います．

なぁ，と改めて思った瞬間であると同時に，保険に
入っていてよかったと心底思った瞬間でした．

NIH とその周辺での生活
英語は自己を表現するツールにしかすぎない

NIH は Bethesda とよばれる大変治安のよい地域に
あり，日本企業から出向された方も多く住む所です．

私は 8 年アメリカにいますが，最初の 3 年は自分で

日本製品を売る小店舗がいくつもあり大変便利もよい

推測しながら相手のいうことを理解していたように

です．NIH から徒歩圏内には日本人経営の焼肉屋ま

思います．また相手にも私のいうことを推測させてい

であり，店内では日本語が飛び交っています．また地

たと思います．大岩和弘先生が『お客さんとして扱わ

下鉄も発達しているため，スミソニアン博物館（無

れている間は皆が優しいけれど，同僚としてみなされ

料）やワシントン DC の繁華街にも簡単に行くことが

ると厳しく扱われるよ』といっておられましたが，

できて，車を使わずに生活を楽しむことができます．

Hammer 研 に 入 っ て か ら 分 野 も 違 う こ と も あ り，

また首都のため，商業・外交がさかんだからか洒落て

『いってることがわからない』といわれて，実験のア

おいしいレストランが多く，仕事の息抜きにレストラ

プローチや結果の説明の仕方などを，1 つ 1 つ文法を

ン巡りをするのも楽しいと思います．しかし日々を安

考えて話すように気をつけるようになりました．とは

心して楽しく生活するために，ぜひ保険に入っておく

いうものの，NIH は Native Speaker が非常に少なく，

ことをお勧めします．というのも，産まれてから一度

文法的に正しい英語やいろいろな語彙に触れることは

も大病に縁のなかった私ですが，倒れて入院するとい

少ないです．今後留学を計画しており，目標の中に正

う失態をしてしまったのです．目が覚めるとナースが

しい英語の習得を入れておられる方は，Native Speaker

『聞えてんの？！ チョット！』と，唾が掛かりそうな

が多い研究室・環境を選ぶのがよいと思います．でも

位の近さで叫んでおり，目覚めの瞬間が感動の瞬間に

英語がイマイチでも共同研究は成り立ちますし論文も

等しいというドラマにありがちな方程式は微塵も感じ

出ます．大事なことは相手に自分が思っていることを

ませんでした．これも心の機微とは縁遠いアメリカら

正しく伝えることなのではないでしょうか．流暢な英

しさかもしれません．退院後は，たくさんの方が文字

語を話していても，内容がなければサイエンスに限ら

通り毎日お見舞いに来てくださり，とても大事にして

ず普段の会話においても面白くないでしょう．私は自

いただきました．何かあると心配してすぐに会いに来

分でもできていませんが，英語の上達を目標にこれか

てくれるというのもアメリカらしい所かもしれませ

ら留学される方に，まず，的確な日本語で自分の考え

ん．渡米当初に英語が話すのが嫌になり 1 週間アパー

を無駄なく表現する練習をされることをお勧めします．

トに引きこもったときも，当時のボス Tom Pollard の

どこであれ新しい環境で研究をするのは大変と思い

奥さんがお見舞いに来てくださいましたし，日本に比

ます．心を許せる友達や家族・場所があると前向きに

べると親身になってくれる人が多いのかもしれませ

長く頑張れると思います．これから海外で研究をされ

ん．ちなみに私は 9 日入院したのですが，保険適用前

る方，頑張ってください．末筆ですが地震で被災され

の請求額でハマホトの EM-CCD が 2 台買える位で驚

た皆様・ご家族の方へお見舞い申し上げます．遠方か

きました．アメリカで迂闊に病気や怪我はできない

らではありますが心より応援しています．


目次に戻る

用
語
解
説

Karyopherin-β ファミリー
Karyopherin- family
importin- に代表される，HEAT リピート構造をも
つ核―細胞質間高分子輸送受容体群．輸送の方向性
によって，importin あるいは exportin と総称され
る 2 種類の受容体群に大別される．
（208 ページ）
（松浦）
TAP:p15
mRNA の核外輸送を担う輸送因子．TAP はマルチ
ドメイン構造をもち，N 末端側に輸送基質結合ド
メイン群，C 末端側にヌクレオポリン結合ドメイ
ン群をもつ．p15 は TAP の C 末端側ドメイン群の
1 つに結合する．（208 ページ）
（松浦）
RISM/3D-RISM 理論における相関関数
Correlation function in the RISM/3D-RISM theory
密度ゆらぎの 2 次のモーメントから導かれる関数
で，その性質の違いから全相関関数，直接相関関
数に分けられる．Ornstein-Zernike 方程式により定
義される直接相関関数はサイト間の直接の相関だ
けを全相関関数から分離したものである．
（222 ページ）
（吉田ら）
ラフト
Raft
細胞膜上のシグナル伝達のプラットフォームと提
唱されている．膜外層には GPI アンカー型タンパ
ク質，スフィンゴ糖脂質が，内層には脂質アン
カー型シグナル分子がコレステロールとともに濃
縮されていると想定されているが，まだよくわ
かっていないことが多い．（226 ページ）（鈴木ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

水和エントロピー
Hydration entropy
ある立体構造をとったタンパク質を水に入れると
排除空間ができ，水分子の移動できる空間が少な
くなるため，水のエントロピー損失が生じる．こ
の損失を水和エントロピーという．水和エントロ
ピーの絶対値が小さいほど水のエントロピーが大
きくなる．（231 ページ）
（吉留）
排除空間
Excluded space
水中にタンパク質が存在すると，水分子の重心が
入れない空間ができる．この空間を排除空間とい
い，排除空間の容積を排除容積という．天然構造
は密にパックしており，天然構造の排除容積はア
ンフォールドした構造のものに比べてずっと小さ
い．（231 ページ）
（吉留）
シグナル伝達系
Signal transduction system
生物の有する環境応答情報の伝達機構．受容体で
認識された外環境シグナルが 2 次情報伝達物質に
変換され細胞の応答が誘導される．中でも細菌な
どのヒスチジンキナーゼと応答調節因子間のリン
酸基の転移を介した系は 2 成分制御系という．
（234 ページ）
（福岡）
単波長異常分散法（SAD 法）
Single-wavelength anomalous diffraction method
X 線結晶構造解析において，X 線回折実験で収集
したデータの位相を決定する手法の 1 つ．X 線を
異常分散させる原子の吸収効果が高い X 線波長で
データの測定を行い，異常分散効果によって変化
する X 線回折強度の違いを用いて位相を決定する
方法．（236 ページ）
（塚崎）
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カオスの紡ぐ夢の中で

〈数理を愉しむ〉シリーズ

金子邦彦［著］
ハヤカワ文庫，2010 年，文庫判，250 ページ，693 円（税込）
．
本書は生物物理学会の皆様にはおなじみの複雑系
生命科学の金子さんの著書です．12 年前に発行さ
れた著書が 2010 年 5 月に復刻されました．前半は
今はなき科学雑誌「クォーク」に連載されていた科
学と文化に関するエッセイ，そして後半にはなんと
金子さんの手による SF 小説が掲載されています．
一般読者向けのエッセイですので，難しいことは
書かれていません．科学やそれを取り巻く環境につ
いて，金子さんの思いが幅広い参考文献とともに語
られていきます．ただし参考文献といってもお堅い
学術論文などではなく，のだめカンタービレだった
り，小松左京の SF だったり，塩野七生の「ローマ
人物語」だったりして，物理学者の一般的なイメー
ジとはかけ離れていて妙に親近感を覚えます．
エッセイのなかで金子さんは，「科学というのは
「もの」の発見競争ではなく，新しい世界観を作っ
ていく，もっと豊かで楽しい文化活動」と述べてい
ます．本書がもともと発行された十数年前にどう
だったのかはわかりませんが，この言葉は，とかく
役に立つ ことを求められる現在の情勢において，
とりわけ眩しく映ります．もちろん，医療応用やテ
クノロジーとしての科学の重要性に疑いの余地はあ
りませんが，それとは別の価値観で行われる文化と
しての科学の魅力もまた，抗いがたいものがありま

す．本書を通じて金子さんは「もっと豊かで楽しい
科学をしようよ」と誘っているように感じます．も
し，あなたが今行っている研究に物足りなさや不自
由さを感じているとしたら，本書はそれを変える手
助けとなるかもしれません．
（阪大・院・情報科学研究 市橋伯一）

