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計算機によるタンパク質―薬物複合体予測
Prediction of Protein-compound Complex Structures by Docking Simulation

福西快文

FUKUNISHI, Y.

医薬品の開発においてタンパク質―化合物ドッキング（複合体予測）計算は開発の効率化に役だっている．ドッキング計算を
行うには，標的タンパク質の薬物結合ポケットの予測や，標的タンパク質構造の準備，また計算精度の悪さを補うための情報
処理，計算に用いる化合物構造の準備などの周辺技術が必要である．
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クライオ電子顕微鏡法を用いてリン酸存在下での F アクチンの立体構造を解いた．フィラメント内で 3 分子が相互作用する領
域では分解能は 5-8 Å に達し，いくつかの -ヘリックスや側鎖を可視化できた．電顕マップに基づいた原子モデルから，アク
チン重合機構と重合による ATP 加水分解活性化機構を提唱した．Mg2 やリン酸の結合位置と，重合における役割を論じた．



低温電子顕微鏡法によるアクチン繊維の高分解能構造解析
Direct Visualization of Secondary Structures of F-actin by Electron Cryomicroscopy

藤井高志
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難波啓一
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アクチン繊維は，10 nm ときわめて細いリボン状の繊維構造で，きわめて構造解析が困難であったが，低温電子顕微鏡法によ
りその立体構造を 6.6 Å 分解能で解明した．2 次構造のみならず，線維形成に重要なループや外側に突き出した N 末端などが観
察された．繊維形成の際に起こるアクチン分子内の構造変化や分子間相互作用など，繊維形成のメカニズムについて解説する．



心筋のように拍動する自励振動ゲル
Self-oscillating Gel Beating Like a Heart Muscle

吉田 亮
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筆者らは，化学振動反応（BZ 反応）の化学エネルギーを高分子鎖の形態変化に変換することにより，心臓の拍動のように一定
条件下で自発的に周期的リズム運動を行う新しい「自励振動ゲル」を開発した．これまでの系統的な研究概要とともに，自律
駆動機能を有する新たなバイオミメティック材料に向けた展開について紹介する．
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今年の夏は暑かった．例年より暑さに備えた服装を選んだ方が
多かったのか，大きく襟と袖があいた服を見て，黒澤明の「天国
と地獄」を思い出した．映画の中で刑事たちは開襟シャツを着
て，タオルでごしごし汗をぬぐう．
「天国と地獄」といえば特急こだまのシーンが有名だ．その緊
迫感は投稿論文のレビューが帰ってきて修正を迫られる際に似て
いる．誘拐犯の指定で主人公と警察が特急に乗りこむ．トイレの
窓の隙間から身代金を投げるように電話で指示される．警察は手
も足も出ないが，急いで刑事を列車の前後に配置し，身代金投下
の一瞬に犯人の情報を得るべく 8 ミリとスチール写真を撮りまく
る．1 枚の写真から手掛かりが得られて ... という展開である．好
意的なレビューと思いきや，要求された追加実験の数に驚く．し
かも，いくつかはかなりクリティカルなものだ．作戦をたて，結
果をあらかじめ予測しつつ限られた時間で可能な手段を尽くす．
戸倉警部並みの指導力とチームワークが要求される．
研究と映画といえば，NMR による構造生物学を，ヴォルフガ
ング・ペーターゼンの「U ボート」にたとえた友人がいる．困難

研究と映画を
めぐる随想
巻／頭／言

を乗り越え立体構造に到達したのもつかの間，X 線結晶解析に敗
れていたことを知る．以前の私は敢えて高分子量タンパク質の解
析をめざしていたが，今ならば，NMR でのみ可能な別の戦い方
もあるというかもしれない．In-cell NMR はその 1 つであり，細
胞内のタンパク質の動態を原子分解能で追うための優れた方法と
なる可能性がある．前述の悲観的な友人は研究を「八甲田山」に
もたとえたが，知力を尽くして山を乗り越え，in-cell NMR を意
味のあるものに育てたいと思う．
いつまでも若手のつもりでいたが，学部 4 年にはじめて NMR
を測定してから 20 年以上が経過していたことに愕然とする．そ
のような瞬間に蘇るのは，ベルイマンの「野いちご」と，ベルト
ラン・タベルニエの「田舎の日曜日」だ．
「野いちご」について
は，おそらく研究者としての自分への「主観的・客観的評価のず
れ」に対する怖れが重なるのか，簡単には語れない．
「田舎の日
曜日」はもっとシンプルで美しい．映画の中で主人公の老画家は
「自分は他人の中に天才を見た．しかしそれに追従すれば自分の
中の小さな世界（オリジナリティ）も失っただろう．小さいなが
らも自分の世界であり，振り返ってみて自分は満足している」と
述壊する．これから 20 年弱（恐らく）の研究者生活の最後に私
はこのような心境になれるだろうか．また，そのときになっても
なお新しい画布に向き合うことができるだろうか．
伊藤

隆，Yutaka ITO

首都大学東京大学院理工学研究科，教授
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計算機によるタンパク質―薬物複合体予測
福西快文

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

Protein-compound docking is a key technology in structure-guided drug development (SGDD), and some combinations of computational methods including the protein-compound docking have been used in the SGDD. Ligand-binding site prediction is the first step
in the SGDD. The second step is the ensemble docking, in which compounds in a database are docked onto the protein surfaces of a
structural ensemble of the target protein. The third step is the information analysis of the docking results. Finally, suitable docking
results are selected for an assay experiment. Topics around the protein-compound docking and the SGDD are briefly explained.
Protein-compound docking / in-silico drug screening / binding free energy / ensemble docking / structure-guided drug development

1.

ステップ 1．リガンド結合ポケットの探索

はじめに

標的タンパク質が決まると，タンパク質のどの部分

本稿では，医薬品の開発における理論計算の役割に

に化合物が結合しうるかを探します．これをポケット

ついて私の研究を中心に述べたいと思います．医薬品

探索といいます．タンパク質によってポケットの位置

は，紀元前より開発されており，開発過程では遺伝子

は 1 つないし，複数あります．一般に，化合物は，タン

やタンパク質の情報を必ずしも必要としません．実

パク質のへこんだ疎水的な表面に結合します．さまざ

際，現在市販されている薬の大半については，作用す

まな予測手法が開発されていますが，計算によってポ

るタンパク質が不明です．しかし，1 つの医薬品の開

ケットが予測される確率は 7-8 割です．立体的にへこ

発に 15 年の歳月と約 1000 億円要するという現代では，

みを探す方法，分子を模擬した玉をタンパク質表面に

理論計算による開発期間短縮と経費削減は，当たり前

転がして，玉のはまる部位を探す方法などがありま

になっています．医薬品は，タンパク質や核酸などの

す．われわれは，ランダムに選んだ多数の化合物をタン

標的分子に結合することで効果を表すので，標的を決

パク質の全表面に結合させてみて，最も安定に分子が

めることが開発の出発点ですが，これは私の専門では

結合する部位をポケットとして予測する方法（MolSite）

ないので，省略します．

を開発しています（図 1）2)．MolSite では 9 割以上，ポ
ケットが予測できますが，1 つのポケットしか予測で

2.

きない弱点があり，実際にはいろいろな手法を組み合

スクリーニング計算の手順

わせてポケットを予測します．高速に複数のポケット

薬物探索には，タンパク質に化合物を計算機上で結

を予測する方法には ghecom などがあります 3)．

合させてみて，くっつく化合物を探す structure-based
ステップ 2．タンパク質構造の発生とドッキング

drug screening（SBDS）と，既知の薬理活性のある分子
を 元 に， 似 た 分 子 を 探 す ligand-based drug screening

タンパク質は水中で構造がゆらぎ，化合物を結合す

（LBDS）の 2 通りがありますが，ここでは SBDS を中

るときに，構造変化を起こします．タンパク質を動か

心に話をします 1)．SBDS では，標的タンパク質構造

しながら化合物をタンパク質に接触させて，安定に結

を準備し，数百万件ある化合物を 1 つづつ，計算機上

合する部位と結合エネルギーの見積もりができれば理

で，タンパク質に結合するかを調べ，結合するものを

想です．実際は計算時間が足りないので，タンパク質

選び出します（ステップ 1-4）．

の構造は動かさずに，化合物の配座構造を変えなが

Prediction of Protein-compound Complex Structures by Docking Simulation
Yoshifumi FUKUNISHI
Biomedicinal Information Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
※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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タンパク質―化合物ドッキングとその周辺

活性化合物がいくつか知られていれば，既知活性化合
物の活性が高いと正しく予測できる構造を採用すべき
です．しかし，既知活性化合物のない場合の判断基準
は難題です．われわれは，タンパク質は，真の活性化
合物でなくても，当たらずと言えど遠からずといった
類似の分子を，結合しやすい傾向にあるだろうと考え
て，この問題を解決しました．ドッキングソフトの精
度は悪いので，結合しない分子でも，活性化合物に近
ければ，結合すると判定しやすいのです．そこで，既
存の活性化合物であって，比較的小さい分子の集団を
Universal Active Probe（UAP）と名付け，スクリーニン
グ計算のときは，化合物の集団に混ぜておきます 5)．
真の活性化合物が正しく予測される確率は，UAP が

図1
MolSite 法の概念図．

計算で予測される確率に，ほぼ比例することがわかっ
ているので，UAP が上位に選ばれるような構造を採
用すればいいのです．本来，標的の活性化合物ではな

ら，安定なタンパク質―化合物複合体構造を探索しま

い UAP がタンパク質構造の選抜に有効であるのは，

す（ドッキング）
．

タンパク質構造や，タンパク質と低分子のネットワー

ドッキングを行うソフトは世界に数十種類あります

クの形成の進化過程も原因であろうと思います．

が，予測はほとんど外れます．ドッキングソフトで，
活性が強いと予測された分子を購入しても，90-99%

ステップ 4．スクリーニング情報処理

の化合物は活性を示しません．活性を示す化合物を

標的タンパク質に対して，ヒット率 1-10% の化合

ヒット，その割合をヒット率といいます．つまりヒッ

物のリストを作ることができれば，SBDS は成功した

ト率は 1-10% です．しかし，ランダムに選んだ化合

といえるのですが，SBDS の成功率は通常 50% です．

物は，99.99% の確率で活性を示しませんので，ドッ

SBDS の重要課題は，1% のヒット率を上げることよ

キングソフトのヒット率は 1% でも，やみくもに実験

りも，予測化合物が全滅する不成功率を下げることで

するより 100 倍高いのです．また，ドッキングソフト

す．そのためには，ドッキングソフトの結果をそのま

で予測されるタンパク質―化合物複合体構造は，約

ま信じるのではなく，情報処理を加えて，おもにモデ

30% しか当たりません．しかし，ドッキングソフト

ルの確度の限界からくる誤差を低減する必要がありま

は，生成可能な 10 万種類のタンパク質―化合物複合体

す．

の候補構造から 1 つを選びだし，その 1 つが 3 割当た

複数のスクリーニング手法が提案されていますが，

るのですから，きわめて実用性が高いのです．ソフト

われわれは Multiple Target Screening（MTS）法をおも

ウェアの設計や動作については，私の著作に簡単な解

に使っています．この手法は，化合物を多数（約 200

説があります

1), 4)

．

種類）のタンパク質にドッキングさせ，標的タンパク
質に特異的に結合する化合物をヒット化合物候補とし

ステップ 3．アンサンブルドッキング

て選抜する手法です 1), 6), 7)．

ドッキングではタンパク質は剛体にするので，あら
かじめ，いくつかのタンパク質構造を準備して，化合

3.

物をドッキングします（アンサンブルドッキング）
．
タンパク質の構造は，分子動力学シミュレーションな
どで発生させます．アンサンブルドッキングの問題点

小分子の場合の工夫：Fragment Screening
by Replica Generation（FSRG）法
多くのドッキングソフトは，それぞれ得意とする分

は，どのタンパク質構造を使うかを決めることです．

子の大きさが決まっています．われわれのドッキング

タンパク質の構造の数だけ，ドッキングスクリーニン

ソフト sievgene の場合は，分子量 250-400 Da 程度の範

グの結果ができますが，買える化合物の数は予算で限

囲の化合物のドッキングが得意です．これより大きい

定されるから，予測精度の高い構造を採用し，精度の

分子では，配座発生が困難になり，小さい分子では，

悪い構造を捨てねばならないからです．あらかじめ，

タンパク質表面のどこに分子を置いても，予測結合エ


目次に戻る
生

物

物

理

Vol.51 No.6（2011）

5. 化合物データベース（または化合物ライブラリ）
1980 年代には，ドラッグデザインといって，タン
パク質に結合する化合物を計算機上で，デザインする
ことが流行ったのですが，任意の分子の合成は困難な
ため，実験研究者に大いなる不信感を植え付けて，す
たれました．現代では，入手可能な化合物をデータ
ベース化し，その中から活性の期待できる分子を選択
する方法（SBDS/LBDS）が主流となっています．最
近 で は， 化 合 物 が 合 成 で き る か ど う か（Synthetic
accessibility）の研究が進んでいますので，ドラッグデ
ザインの手法の研究も復活しています．しかし，当
面，既知化合物からのスクリーニングが，創薬の第一
段階であることに代わりないでしょう．

図2
FSRG 法の概念図．

化合物は，世界中の合成メーカーの配給する約 500
万件の化合物と，合成メーカーが，これから合成可能

ネルギーに差がなくなって，複合体予測も，ヒット予

な分子のリスト約 2000 万件からなります．毎年，売

測も困難になります．しかし，近年は，フラグメント

り切れにより数十万化合物が市場から消え，代わりに

とよぶ分子量が 300 Da 以下の分子をスクリーニング

新たな分子が市場に送りこまれます．われわれは，毎

に使う場合が多くなり，分子の小ささから，ドッキン

年，これらの化合物をデータベース化し，無償で配給

グ計算が難しくなってきました．

しています 13)．

われわれは，フラグメントを扱う手法として FSRG
法を開発しています（図 2）8)．ドッキングの問題は，

結合自由エネルギー計算

6.

分子が小さいことです．したがって，メチル基やフェ
ニル基など数種類の小さな側鎖を適当にフラグメント

タンパク質に化合物が結合している確率を対数に換

に導入することで，フラグメントを計算で扱いやすい

算した値が，結合自由エネルギー（G）です．G は，

大きさにして，計算し，予測精度を改善します．ま

統計物理学で厳密に定められた値で，分子動力学シ

た，側鎖を導入した部位は，将来，官能基を導入して

ミュレーションなどで計算することができます．G

分子を改造する候補の部位でもあり，この部位の予測

計算には，多くの手法があります．Filling Potential 法

は 6 割程度の確率で当たるようです ．

は，タンパク質と化合物の結合した状態から，化合物

9)

の存在する位置に反発力を発生させて化合物を結合ポ

4.

ケットから水中に追い出す方法です 14)．Smooth Reac-

タンパク質―化合物複合体の予測

tion Path Generation（SRPG）法は，タンパク質と化合

ドッキングソフトの精度の低さから，タンパク質―化

物を引き離し，化合物に働く力を化合物の移動距離で

合物複合体の予測は，周辺情報の処理などによって行

積 分 し て G を 求 め る 方 法 で す 15)．Massively Parallel

われます．ドッキングソフトは，多数の候補複合体構

Computation of Absolute binding Free Energy（MP-CAFEE）

造を出力できます．複数の構造が類似の化合物をドッ

法は，結合ポケットの化合物を徐々に消滅させていく

キングしたとき，それら複合体候補構造の中で，共通

手法です 16)．いずれの手法も物理的に正しく，正確に

性のあるものは，もっともらしい複合体構造だといえ

G を求めることができますが，計算時間が 1000 日

ま す（Comparative Ligand Binding Analysis: CoLBA） ．

 CPU 程度と長大になるのが問題点です．少数の化合

多くの候補構造が，空間に広く分布するよりは，局在

物の検討に用いるのが普通で，SBDS には用いられま

化して類似の構造が多数予測される場合の方が，もっ

せん．

10)

ともらしいといえます（Consensus Docking Pose Selection: CDPS）11)．また，実験的情報に合致する結果であ

7.

ることも必要です．こういった情報を統合して，複合
体の予測を行います 11), 12)．

薬らしさ（Druglikeness）
薬の開発に関して述べてきましたが，薬らしさとは
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タンパク質―化合物ドッキングとその周辺

をあげておきます 19), 20)．

なんでしょうか？薬物分子に共通の特徴があること
は，古くから知られていました．近年用いられている

本稿で記載した多くは，阪大・中村春木教授を中心

のは，Lipinski による Rule of five です 17)．薬物とは分

に，NEDO・経済産業省のプロジェクトで開発され

子量が 500 Da 以下で，水素結合可能なドナー，アク

た， 無 償 ソ フ ト ウ ェ ア myPresto の 中 に 含 ま れ ま す

セプターの数が 5 個以下などの特徴を集めたもので

（http://presto.protein.osaka-u.ac.jp/myPresto4/）
．

す．これらは，以前より化学者に知られていた特徴を
まとめたもので，小腸吸収可能な条件であるといわれ

文

ています．また，芳香族環の数が 4 個以下であるこ
と，sp3 炭素を含むことなど，構造的特徴をあげるも
のもあります．sp3 炭素が多い方が，分子が立体的に
なります．平面的な分子ほど，相互作用が非特異的に
なるので，分子の構造から間接的に，相互作用の特異
性に着目した指標といえます．われわれは，多数のタ

神谷成敏ら (2009) タンパク質計算科学―基礎と創薬への応

2)

用―，共立出版，東京．
Fukunishi, Y., Nakamura, H. (2011) Pro. Sci. 20, 95-106.

3)

Kawabata, T. (2009) Proteins 78, 1195-1211.

4)
5)

福西快文 (2010) 産総研 TODAY 9, 11-11.*
Fukunishi, Y. et al. (2010) J. Chem. Inf. Model. 50, 1233-1240.

6)

Fukunishi, Y. (2009) Combinatorial Chemistry and High Troughput Screening 12, 397-408.

ンパク質を用意したとき，薬物分子は，計算で予測さ
れる結合エネルギーにばらつきが大きく，薬物分子で
ないものは，多くのタンパク質に対し平均的な結合エ
ネルギーを示すことを見出しました ．
18)

こういった，薬らしさの指標は，無数の化合物を，

7)
8)

福西快文 (2008) 産総研 TODAY 1, 22-23.*
Fukunishi, Y. et al. (2009) J. Chem. Inf. Model. 49, 925-933.

9)

Fukunishi, Y. (2011) Pharmaceuticals 4, 758-769.

10)

Hirokawa, T. et al. (2007) Yakugaku Zasshi 127, 123-131.*

11)

Fukunishi, Y. (2010) Expert. Opin. Drug. Metab. Toxicol. 6, 1-15.

12)

検討可能な数に絞り込むときに利用されます．ただ

Fukunishi, Y. (2010) Current Topics in Medicinal Chemistry 10,
680-694.

し，薬らしさは，そのときの市販薬の特徴を指したも
のです．薬らしさにこだわると，新規な化合物の可能
性を排除することになります．

8.

献

1)

おわりに

13)

Fukunishi, Y. (2009) Synthesiology 2, 60-68.*

14)

Fukunishi, Y. et al. (2003) J. Phys. Chem. B 107, 13201-13210.

15)

Fukunishi, Y. et al. (2009) J. Chem. Inf. Model. 49, 1944-1951.

16)

Fujitani, H. et al. (2005) J. Chem. Phys. 123, 084108.

17)

Lipinski, C. A. (2000) J. Pharmacol. Toxicol. 44, 235-249.

18)

Fukunishi, Y., Nakamura, H. (2011) J. Chem. Inf. Model. 51,
1012-1016.

19)

薬物スクリーニングは，創薬の最初のステップにす

ヘルツエ，H. D. ら (1998) 分子モデリング―基本原理と創
薬への応用―，地人書館，東京．

ぎません．高い活性をもつ化合物は，薬物分子の候補

20)

ですが，さまざまな試練が待っています．経口投与時

リーチ，A. R. (2004) 分子モデリング概説―量子力学からタ
ンパク質構造予測まで―，地人書館，東京．

*：ネット上で無償入手可能

に吸収できるか，小腸，肝臓や血液中での分解速度は
十分遅く血中濃度は保たれるのか，疾患部位に到達で
きるのか，毒性や副作用はないかなど，薬物動態学，
薬力学的振る舞いが調べられます．これらの問題は，
ADMET（Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion,
Toxicity の頭文字）とよばれ，計算で予測するソフト
が販売され，計算結果は指針として有用ですが，十分
な精度を達成するものではありません．最後には，適

福西快文

正な価格で製造できるか，プロセス化学とよばれる薬
物の合成工程の最適化も必要です．本稿を補完する本

福西快文（ふくにし よしふみ）
産業技術総合研究所主任研究員
略歴 1994 年京都大学工学研究科博士課程修了．
HFSP フェロー，Rutgers 大学ポスドク，理化学研
究所 JST ポスドク，日立製作所を経て，2000 年
より現職．
研究内容：創薬支援ソフトウェア・データベース
の開発
連絡先：〒 135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 3-26
E-mail: y-fukunishi@aist.go.jp
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アクチンのフィラメント構造と重合機構
―重合によるATPase活性化のメカニズム―
若林健之，村上健次

帝京大学理工学部バイオサイエンス学科・医療技術学部柔道整復学科

Actin assembly activates ATP hydrolysis, which provides structural cues for flament turnover. Polymerized actin supports cellular signaling, intracellular trafficking, and cytokinesis. We present the cryo-electron microscopic structure of F-actin in the presence of phosphate,
with the visualization of some -helical backbones and large side chains. A complete atomic model based on the cryo-EM identified
intermolecular interactions, some of which were mediated by magnesium or phosphate ions. A critical role for bending of the prolinerich loop (residues 108-112) in activating ATPase was revealed. Crystal structures of G-actin mutants, which trap the catalytic site in
two intermediate states, were solved. These structures combined with cryo-EM data allows us to propose a molecular mechanism for
actin assembly and ATPase activation, critical for filament dynamics.
Electron cryo-microscopy / X-ray crystallography / Actin Polymerization / ATP Hydrolysis / Phosphate release

構造から機能へ

1.

2.

アクチンは細胞運動，細胞接着，細胞内トラフィッ

電子顕微鏡の改良と X 線結晶解析との連携
F アクチンはクライオ電子顕微鏡で観察できるが，

ク，細胞分裂などの細胞機能に必要である．筋収縮に

結晶化は難しい．クライオ電顕の弱点として，十分な

はフィラメントそのものが大切であり，糸状仮足の伸

コントラストを得るにはデフォーカスが必要だが，電

長にはアクチンの動的な重合・脱重合が重要である．

子ビームのコヒーレンスが不完全な場合デフォーカス

フィラメントの伸長はプラス端方向に優先的に起こ

量を増すと分解能が下がるという問題がある 8)．

り，そこではアクチンは ATP 型である．逆の端（マ

このジレンマ解消のため，私たちは電子線ホログラ

イナス端）では脱重合しやすい．これをトレッドミリ

フィー用に開発された冷電界放出銃からの高コヒーレ

ング（treadmilling）とよび，マイナス端で脱重合しや

ンス電子ビームを用いた（EF-2000, Hitachi）
．エネル

すいのは ADP 型であるためとされている 1)．これは

ギーフィルターを用いてコントラストを向上させ

フィラメントで ATP 分解・リン酸放出が起こるから

1.5 m 以下の低いデフォーカス量でも F アクチンを

である．重合には Mg が重要であり ，KCl よりも

認識できるようにし（図 1 左）
，特殊蛍光板を備えた

50 倍以上，Ca より数倍も効果的なのはなぜなのか，

高分解能高感度 CCD カメラを開発した 9)．改良の結

基本的性質なのによくわからなかった．

果，炭素薄膜像のフーリエ変換の高分解能成分の劣化

2

2)

2

アクチン分子はフィラメント軸に近い内側ドメイン

を軽減でき，4 Å の分解能までの 12 個ほどの明暗のリ

と軸から遠い外側ドメインからなる．どちらもさらに

ングが観察できるようになった．

2 つのサブドメインに分けられ，どれもヌクレオチド

G アクチンが重合した際の構造変化を知れば，その

と接触している ．重合の際，ATP 加水分解速度に較

変化を G アクチン状態で模倣する変異を工夫できる

べリン酸（Pi）放出は遅いので，しばらく ADPPi 状

（第 4 節参照）
．その変異アクチンの結晶構造から原子

態が続く．リン酸は脱重合を遅くし F アクチン構造

レベルでの機能可視化をめざした．細胞性粘菌で変異

を安定化する．これらを理解するためにも，F アクチ

アクチンを発現・精製し 10)，ATP/ADP 結合部位の変

ンの高分解能構造解析が大切である．X 線繊維回折

化を 2.39 Å の分解能で観察できた 11)．

3)

4)

データからのモデリングから構造が提案されてきた
が 5)-7)，重合と ATP 分解の連関の詳細や Mg2 やリン
酸の所在と機能の関係は不明だった．
Structure of Actin Filament and Mechanism of ATPase Activation upon Actin Assembly
Takeyuki WAKABAYASHI and Kenji MURAKAMI
Department of Biosciences, School of Science and Engineering; Department of Judo Therapy, Faculty of Medical Technology, Teikyo University
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DNase I loop
shifts upward

図2
F アクチンの 3 分子結合領域のクライオ電顕マップ（立体図）．

Sensor loop
(71-77)

3.

Mg2+
P

AD

Mobile helix
(226-230)

図1
F アクチンのクライオ電子顕微鏡像（左）とそれらに基づく原子
モデル（右）．

Thr-rich loop (197-204)
shifts upward

アクチンフィラメント（F アクチン）の構造

Pro-rich loop
Leu110
(108-112)
Pro110
bends downward

F アクチンは柔らかいが，リン酸（10 mM）を加え
るとピンとなる 12)．ほぼ真っ直ぐな短いセグメント

His161
[back view]

図3
重合した際の構造変化の概略（左 PDB 3G37）と F アクチンに結
合したリン酸（等高線（5））（右）．

（アクチン分子 26 個，約 720 Å）を単粒子解析し立体
構造を求めた．マイナス端の 14 分子は互いに構造が
よく相関したので，14 分子の構造の平均像でアクチ
ン分子の電顕像を表現することができた．
F アクチンの中心部で 3 分子が相互作用する領域で
は電顕マップは良質で  へリックスや Thr-rich loop（残
基 197-204）を観察できた（図 2，動画 1）．N 端から
C 端までのポリペプチド鎖を fitting できた．しかし
DNase I 結合ループ（D ループ）中央部（残基 41-48）
や C 端の  へリックス（残基 369-373）はそれほどはっ
きりせず，図 1 右のこの部分の 2 次構造は最終的な
ものとは限らない．Galkin ら 13) によれば D ループは

図4
ヌクレオチド結合領域の X 線結晶構造：野生形（左 1NM1）と F ア
クチン構造を模倣した変異型（右 3A5L, Pro109Ala）．

複数の構造を取る．図 1 右の紫の分子で，D ループ
は Lorenz らのモデル 6) ではより手前側にあり，私た
ち 11) のモデルや藤井ら 14) のモデルでは奥にあり，小
田らのモデル 7) ではそれらの間にある．

能は約 6 Å または約 11 Å であった．

アクチン 3 分子が相互作用している領域（全体の

この電顕マップに初期構造として G-ADP アクチン

44%）の分解能は約 5 Å または約 8 Å であった（単粒

結晶構造をフィットし水分子存在下での分子動力学 15)

子解析の分解能の指標である Fourier Shell 相関 FSC

で精密化して原子モデルを構築した（図 1 右）
．原子

= 0.143 または 0.5 の基準から求めた）．表面領域では

モデルと比較し有意に余剰の電顕密度を，負電荷で囲

電顕マップの質はそれほどよくない．それでもモバイ

まれている場合 Mg2，正電荷で囲まれている場合リ

ルへリックス（図 3 左：残基 226-230，文献 11 Figure

ン酸と解釈した．G アクチン結晶構造でも Mg2 に対

S1（G）
）
，N 端セグメント（残基 1-5 文献 11 Figure S1

応する場所に Mg2 または Ca2 があり，リン酸の場所

（H）
）が−端側に伸びていることも観察でき藤井ら

14)

に SO42 があり，解釈を支持する．Mg2 はアクチンの

の結果とも一致する．表面部分も含めた全体での分解

2 分子間結合を媒介し，低濃度で重合を促進すること
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と符合する．リン酸（Pi-1, Pi-2）を差マップの赤い等

重合による ATP 分解活性化の 4 段階モデル

5.

高線で示した（図 3 右）．両者とも繊維軸から半径

F アクチンの中の分子を＋端から #1, #2, #3，新たに

3 Å 以内にあり，軸近傍に密集している Arg や Lys の静

加わる G アクチンを #0 とする（図 1 右）
．

電的反発を低減し F アクチンを安定化する．

［1 段］#0 は #2 とはフィラメント軸に平行（縦）に，

F アクチン独特の構造として，円筒状の分子間洞穴
（長さ約 18 Å，直径約 6 Å，動画 2）があり，分子（#1）

#1 とは斜めに結合する．#0 と #2 の結合は疎水的 5) だ

裏側のドメイン間の溝を，隣接 2 分子（#0 と #2）が

が，#0 の Glu207, Gln59 に結合した Mg2（図 3 左）が

覆って形成される（図 1 右）．センサーループ（残基

#2 の Asp286, Asp288 と結合し縦結合を強化する．
［2 段］#0 の結合で #1 の外側ドメインは回転し，D

71-77）と Pro-rich loop（残基 108-112）から形成され

ループが−端側の #3 の疎水クレフトに結合する．

る「バックドア」はリン酸放出を制約し，洞穴に面し
ている．ADP の  リン酸も洞穴に面し，加水分解で

［3 段］疎水クレフトの奥側が D ループで塞がれる

生じる  リン酸の放出経路と考えられる．リン酸結合

と #3 の Pro-rich ル ー プ は ＋ 端 方 向 に よ り 屈 曲 し，

部位も洞穴に面しており，放出途中のリン酸をトラッ

Pro109-His161 間のスタッキング結合が破断される．

プできる．メチル化 His73 の側鎖は洞穴に突出し通行

［4 段］破断により ATP の  リン酸近傍で Gln137 や

を妨げうる場所にあり，脱メチル化によりリン酸放出

His161 が関与する水素結合ネットワークが分断され，

が加速される

16)

ことと符号する．

水分子は  リン酸を求核攻撃し，リン酸は開いたバッ
クドアから洞穴へと放出される（動画 2）11)．
本モデルでは，アクチン 3 量体重合核 17) への 4 個

アクチン重合の際の構造変化

4.

目の分子の結合が ATPase 活性化に必要である．

F アクチンでは G アクチンの構造と比べて，外側ド
メインが内側ドメインに対して回転している．詳細は

謝

辞

文献 11 の図 2 を御参照下さい．これにより D ループ

本研究は安永研究室（九工大）
，上田研究室（産総

はマイナス端（−端）側分子の C 端付近にある疎水

研）との共同研究であり，野口太郎博士とンゴ博士

クレフト奥側に到達しやすくなり，クレフトの手前側
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がる

11)

．重合で 3 分子接触は，G アクチンの結晶構造

をそのまま電顕密度にはめ込んだモデルに対して約

文

2.5 倍に増え，諸ループは図 3 左に示すように変化し
た．分子の上半分のループは−端方向へシフトし，下
半分にある Pro-rich loop は＋端方向にシフトし，より

Carlier, M. F., Pantaloni, D. (1986) Biochemistry 25, 7789-7792.

2)

Carlier, M. F. et al. (1986) J. Biol. Chem. 261, 10778-10784.

3)

Kabsch, W. et al. (1990) Nature 347, 37-44.

4)
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コヒーレンス（可干渉性）
Coherence
電子を波と考え，2 つの波または 1 つの波の異な
る部分の位相に一定の関係があり，干渉縞ができ
る場合，相互にコヒーレンスがあるという．電子
源が小さいほど高コヒーレンスで，冷電界放出電
子はこの性質が強い．（256 ページ）
（若林ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

Fourier Shell 相関
FSC (Fourier Shell Correlation)
単粒子解析での分解能推定法の 1 つ．単粒子像を
2 群に分け，それぞれから立体像を再構成し，両
者のフーリエ変換の相関値を分解能の範囲ごとに
計算する．FSC = 0.5 または = 0.143 を分解能の基
準とする．（257 ページ）
（若林ら）
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書
評

入門

構造生物学

―放射光 X 線と中性子で最新の生命現象を読み解く―

高エネルギー加速器研究機構 構造生物学センター［編］加藤龍一［編集］
共立出版，2010 年，B5 判，240 ページ，3,800 円（税込）
．
本書は，放射光施設で活躍する研究者を中心にま
とめられた構造生物学の入門書である．イントロに
続き，前半 2 章で構造解析法の原理と放射光 X 線回
折実験，後半 2 章で最近の構造生物学に基づく生命
科学の知見と今後構造生物学の標的となる課題が解
説されている．
構造解析法を述べた第 2 章は，X 線結晶解析だけ
でなく，中性子回折や X 線溶液散乱が同程度の分量
で取り上げられていて，それが本書の特徴となって
いる．各手法の測定原理や得られる情報が，実にう
まくコンパクトにまとめられており，専門書への橋
渡しに適した構成になっている．
放射光施設での実験が放射光のしくみと共に概説
される第 3 章も，高エネ研の研究者が書いただけあ
り，過不足なく必要な知識が得られるように記述さ
れている．評者も放射光施設によくお世話になる
が，地理的な関係もあり利用するのは専ら SPring-8

である．しかし，施設に関係なく学生が放射光施設
で実験する前後に読ませたい入門書である．
後半では，遺伝子の転写・翻訳・修復，細胞内輸
送など，最近の構造生物学の成果がまとめられてい
る．個々の内容は面白く，入門書としては十分だが
細切れ感が否めない．個々の生命現象に焦点を合わ
せ，構造生物学的視点も取り入れた骨太な解説に接
する機会が増えているからだろうか．考えてみる
と，最近は教科書でも専門書でも構造生物学的な説
明が当たり前なことに気付く．それだけ構造生物学
的アプローチは生命現象の記述に欠かせなくなった
ということだ．そういう意味で，第 5 章で取り上げ
られている高次生命現象は，これからの構造生物学
ターゲットというより，すでに始まっている課題と
いえるのではなかろうか．
（阪大・院理・高分子科学 今田勝巳）
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低温電子顕微鏡法によるアクチン繊維の高分解能構造解析
藤井高志，難波啓一

大阪大学大学院生命機能研究科

F-actin is a helical assembly of actin, an essential component of muscle fibers for contraction, and plays crucial roles in numerous cellular
processes, such as lamellipodia and filopodia as the most abundant component and regulator of cytoskeletons by dynamic assembly and
disassembly processes (from G-actin to F-actin and vice versa). While actin is a ubiquitous protein and is involved in important biological functions, the definitive high-resolution structure of F-actin remains unknown. Here we report the F-actin structure at 6.6 Å resolution, made obtainable by recent advances in electron cryomicroscopy. The density map clearly resolves all the secondary structures, such
as -helices, -structures and loops, having made unambiguous modeling and refinement possible. Complex domain motions that open
up the nucleotide binding pocket upon F-actin formation, specific D-loop and terminal conformations, and relatively tight axial but
markedly loose interprotofilament interactions of hydrophilic nature revealed in the F-actin model all appear to be important for dynamic functions of actin.
actin / electron cryomicroscopy / cytoskeleton, muscle

1.

データだけでは幾通りにも解釈可能で，その構造に一

はじめに

意性がないためである．

アクチンは筋細胞の主要構成成分として発見された

それに対して低温電子顕微鏡法では，画像を解析す

が，あらゆる真核細胞に存在し，しかも最も大量に存

るため当然ながら位相情報も得られる．ただし，これ

在するタンパク質の 1 つである ．アクチンの構造は，

まで報告されたアクチン繊維構造の最高分解能は

1990 年に DNase I との複合体としての結晶構造が X

13 Å で，アクチン分子の形がぼんやり見える程度に留

線解析によって明らかにされて以来 2)，約 25 種類の

まっていた．幅わずか 10 ナノメートルときわめて細

さまざまな分子との複合体の結晶構造が明らかにされ

いリボン状の繊維構造であるため，無染色の凍結氷包

てきた．しかしながら，その繊維構造の解明はあまり

埋試料では電子顕微鏡像のコントラストがきわめて低

進まなかった．繊維状の重合体は長さに分布があるた

く，多くの像を高い精度で分類し整列させることが難

め結晶にならず，構造解析法として X 線結晶解析法

しかったためである．今回われわれは，長年にわたっ

が適用できないためであった．アクチン繊維の構造は

て開発した低温電子顕微鏡法の新しい技術をアクチン

これまで電子顕微鏡法と X 線繊維回折法で解析され

繊維の構造解析に応用し，2 次構造が見える 6.6 Å 分

てきた．1990 年には結晶構造を解いた Holmes らによ

解能でその 3 次元密度マップを明らかにし，信頼性の

り，アクチン繊維の配向液晶からの X 線繊維回折像

高い原子モデルを構築した 5)．

1)

の層線回折強度に合わせたモデル構造が提案され 3)，
2009 年には Oda らが電子顕微鏡法の助けも借りて，

低温電子顕微鏡による高分解能構造解析

2.

より高分解能の X 線繊維回折データに合わせたモデ
ル構造を発表した 4)．しかしながら，これらのモデル

低温電子顕微鏡法では，直径 1 m 程の穴が無数に

は観測強度とモデル計算強度の一致度に依存している

あいたカーボン薄膜を載せた試料グリッド上に生体分

ため正しいモデルであるという保証がなく，その信頼

子水溶液を載せて大半を濾紙で吸い取り，グリッドを

性にはおのずと限界があった．分子構造の 3 次元密度

液体エタンに突入させて急速凍結し，電子顕微鏡の低

分布を再構成するためには，その回折（フーリエ）

温試料ホルダーに挿入する（図 1）
．こうして生体分

データの強度（振幅）と位相が必要であるが，強度

子を 50-100 nm 厚の非晶質の氷薄膜中に閉じ込め，電

Direct Visualization of Secondary Structures of F-actin by Electron Cryomicroscopy
Takashi FUJII and Keiichi NAMBA
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
※図 1，図 3 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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図1
低温電子顕微鏡の試料作製方法．グリッドにサンプルを載せ，ろ
紙でギリギリまで吸いとった後に液体エタンで急速凍結する．グ
リ ッ ド 上 の カ ー ボ ン 薄 膜 に 無 数 に あ い た 0.6 m の 穴 に 厚 さ
30-100 nm の非晶質の氷を張り，そのなかに試料を凍結包埋する．

図2
急速凍結氷包埋したアクチン繊維の電子顕微鏡像．今回の解析に
はこのような写真を 480 枚用いた．準備したアクチン繊維試料は
タンパク質濃度 1 mg/ml の溶液で 20 l．データ収集に使った凍結
グリッドは 1 個，撮影に要した時間は 2 日間である．

子線による投影像を撮影する．電子顕微鏡の分解能自
体は個々の原子の並びを解像できるほどに高いが，生
体分子は水素結合などの弱い結合で立体構造を保持し
ているため，電子線による損傷がきわめて大きく，損
傷を避けるために電子線照射量を低く抑えざるを得な
い．そのため，ノイズレベルが高くコントラストの低
い像しか得られず，個々の分子像の分解能はきわめて
低い．高分解能の像情報が記録されているにもかかわ
らず，高いノイズレベルによりその情報は埋もれてし
まう．ノイズを抑えて高分解能の像情報を浮かび上が

図3
（a）再構成された 3 次元密度マップに重ねたアクチン繊維原子モ
デル．右図は左の繊維を 90 度回転させたもの．赤枠は 1 つのア
クチン分子を示している．（b）赤枠領域を拡大．アミノ酸残基番
号，ドメイン D1-D4 を示している．

らせるには，均一な構造の生体分子から数千数万にも
及ぶ数多くの像を収集し，その投影方向ごとに精密に
分類して整列させ平均する必要がある．そしてその精
密な整列・分類には像の高いコントラストを必要とす
る．
われわれは細いアクチン繊維像の像コントラストを

度ときわめて低かったが，試料温度を 50 K に昇温す

以前より大幅に向上させるよう工夫した．氷薄膜の厚

ることで 95% 以上に改善し，データ収集効率が劇的

さをコントロールして，試料の立体構造を保持しつ

に高まった．このようにして得られた高コントラスト

つ，S/N 比の高い，しかもできるだけ薄い氷薄膜を作

像を解析に使うことによって像の分類と整列がより正

成することに成功した．氷の厚みを約半分にすること

確にできるようになり，これがアクチン繊維の高分解

で約 1.6 倍のコントラストを得た．また，電子線照射

．
能立体像再構成に結びついた 6)（図 2）

損傷を最も抑制可能な 4 K から 50 K に試料温度を昇温
することで，非晶質氷の極低温での高密度化を避け，

3.

1.7 倍のコントラストを実現した．さらに，エネル
ギー分光器による非弾性散乱電子の除去により 1.8 倍

アクチン繊維の原子モデル構築と精密化
こうして得られた 6.6 Å 分解能の密度マップでは，

のコントラストを実現した．これらを積算すると約 5

アクチン単量体の結晶構造に見られる  ヘリックス

倍ものコントラスト向上になる．同時に，高分解能の

や  構造などの 2 次構造をすべて鮮明に解像するこ

像の得られる歩留まりが，電気や熱の伝導度のきわめ

とができた（図 3）
．その結果，主鎖の原子座標を正

て低い 4 K の極低温では試料の帯電などにより 1% 程

確に決めることが可能になり，アクチン分子のコン
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フォメーションや分子間相互作用について詳細な議論

のノイズレベルの高さか，凍結グリッド試料作成時の

が可能になった．特筆すべき点は，DNase I 結合ループ

機械的擾乱による可能性が高い．アクチン繊維のねじ

（D ループ）とよばれて結晶構造ごとに  ヘリックス

れはさまざまなアクチン結合タンパク質の結合により

やループなど異なる形を取る部分や，これまで見えた

大きく変化するが，繊維自体の生理的なねじれのダイ

ことのない N 末端部分の密度を明確に解像できたこ

ナミクスはこれまでいわれてきたほど大きくないよう

とである．この D ループは，結合相手をもたないア

である．

クチンの結晶では  ヘリックスであるが，アクチン

繊維形成にかかわるアクチン分子間相互作用も，過

繊維ではアクチン素繊維に沿ったアクチン分子間相互

去の実験から推測されたような疎水的なものではな

作用を保つために大きく伸びたループとなっている．

かった．素繊維間相互作用も素繊維に沿った分子間相
互作用も親水的なもので，数多くの相互作用が協同的

4.

に働いてアクチン繊維の構造を安定化している．この

繊維形成にともなうアクチンの構造変化

ことは，比較的小さな環境変化やアクチン結合タンパ

繊維形成にともなうアクチンの構造変化は 4 つのド

ク質との相互作用による構造変化で繊維構造の安定性

メインの相対的な移動と回転であり，各ドメインの構

を制御できることを示唆しており，アクチン繊維形成

造自体は結晶構造のそれとほぼ一致した ．このこと

のダイナミクスを支えるしくみが明らかになったとい

自体，今回の解析によって得られた立体像の高い信頼

える．

7)

性を示すものである．ただし，上でも述べたように，
ドメイン D2 の D ループは  ヘリックスからループ

おわりに

6.

に変化していた．ドメイン間の変化ではこの D1-D3
間の動きが最も大きい．また，この相対的なドメイン

アクチン繊維や微小管など，多くの繊維構造が多く

の回転によって D1 の Gln 137 が ATP の  リン酸部位

のタンパク質と相互作用することで，その繊維形成や

に接近しており，アクチン繊維形成にともなう ATP

解離がダイナミックに制御され，発生や分化における

加水分解活性の 40,000 倍もの上昇が説明できる．

細胞の形態形成や運動などに必須な役割を果たしてい
る．そういったタンパク質と繊維の複合体構造を原子

5.

レベルで解明することは，さまざまな生命機能のメカ

アクチン繊維のねじれのダイナミクス

ニズムを解明するうえできわめて重要である．また，

アクチン繊維は，2 本の素繊維が束ねられたリボン

アクチン結合タンパク質との複合体構造はアクチン繊

状の構造で，そのためにねじれやすく曲がりやすいと

維より実質的に太いため，低温電子顕微鏡法にとって

いわれてきた．電子顕微鏡像解析による分解能が低い

はアクチン繊維自体の解析より簡単である．そして，

のは，さまざまなねじれをもつ構造が混じっているか

低温電子顕微鏡法の到達分解能が現在のレベルにとど

らであると解釈され，そのこと自体がアクチン繊維の

まる原理的な理由はなく，さらなる技術開発によりタ

生理的機能に重要な構造ダイナミクスの特徴であると

ンパク質や核酸の主鎖や側鎖が見える 3 Å 分解能を達

考えられてきた．しかし，今回の高分解能の解析結果

成することも夢ではない．そうすれば，構成分子の X

から，熱運動によるねじれの振幅はさほど大きくない

線結晶解析に頼ることなく複合体の原子モデルを構築

と推察された．そこで，得られたアクチン繊維の原子

して，原子間相互作用やその変化を詳細に議論し，細

モデルをもとに，左巻 1 重らせんに沿って隣接するア

胞システムの動態を支えるメカニズムに迫ることも可

クチン分子の回転角が 0.2 ずつ異なる 40 種類のモデ

能になるであろう．現在それをめざしてさらなる技術

ル構造を作成し，構造解析に用いたすべての電子顕微

開発を進めている．

鏡像をねじれによって分類した結果，約 90% の像は
文

平均角度 166.6 から 1 の範囲におさまった．
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低温電子顕微鏡像はそもそも高いノイズレベルをも
つため，実際より大きなねじれをもつ構造として分類
される可能性がある．つまり，ねじれ角度のヒストグ

分布をもつとされてきたアクチン繊維のねじれは，像
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書
評

細胞工学別冊 蛍光イメージング革命
生命の可視化技術を知る・操る・創る
宮脇敦史［著］
学研メディカル秀潤社，2010 年，AB 判，272 ページ，4,410 円（税込）
．
「〜革命」というタイトルの本にはあやしいもの
も多いが，もちろん本書はその手の本ではない．著
者は宮脇敦史博士．言わずと知れた，蛍光イメージ
ング研究をリードし続けている気鋭の研究者であ
る．もともと雑誌「細胞工学」に掲載されたエッセ
イを中心に，「蛍光タンパク質」や「光学顕微鏡」
「FRET」などのトピックごとに分類・再編集された
ものが本書である．読み進めれば，実際の実験者の
視点から，豊富な実例を盛り込みながら掘り下げら
れているのがわかる．たとえば，蛍光イメージング
ではどの蛍光フィルターを使うべきか頭を悩ますこ
とも多いが，本書では蛍光フィルターの原理から始
まり，選択する際の基準にいたるまで実に丁寧に説
明されている．しかし，この本のもう 1 つの魅力は
通常の解説書とは違い，著者自身の体験を通した物
語にもなっているところにある．蛍光計測につきも
ののアーティファクトに騙され幻となった最初の
FRET プローブ，蛍光タンパク質を核局在させるため
に試した数々のコンストラクト，10 歳の子供たち
に 2 光子励起をわかってもらうための奮闘，そして
蛍光スペクトル管理ソフトや新しい励起光学系の開
発など…．10 数年間蛍光タンパク質・蛍光イメー
ジングとがっぷり四つに組んできた著者だからこそ
書けるエピソードやこだわり，そしてアイディアが
随所に散りばめられている．
本書のタイトルには，これから起こすべき蛍光イ
メージングの革命に読者を巻き込もう，という著者
の強い思いが込められているそうだ．蛍光タンパク

質が生物・医学研究のツールとして使われ始めてか
らおよそ 20 年間で革命的な発展を遂げた感のある
蛍光イメージング分野．それでも蛍光イメージング
をさらに発展させていくために，たゆまぬ革命の必
要性を説き，超えなくてはいけない壁を示し続ける
著者．まだ蛍光ライブイメージングを道具としてし
かとらえていない人も，これから始める人も，一度
手にして著者の革命思想に触れてみてはいかがだろ
うか．
（京都大学・白眉センター／生命科学研究科
今村博臣）
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総説

心筋のように拍動する自励振動ゲル
吉田

亮

東京大学大学院工学系研究科

So far stimuli-responsive polymer gels and their application to smart materials have been widely studied. On the other hand, as a novel
biomimetic gel, we have been studying gels with an autonomous self-oscillating function, since firstly reported in 1996. We succeeded in
developing novel self-oscillating polymers and gels by utilizing the oscillating reaction, called the Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction.
The self-oscillating polymer is composed of a poly(N-isopropylacrylamide) network in which the catalyst for the BZ reaction is covalently
immobilized. In the presence of the reactants, the polymer gel undergoes spontaneous cyclic swelling-deswelling changes or solubleinsoluble changes (in the case of uncrosslinked polymer) without any on-off switching of external stimuli. Potential applications of the
self-oscillating polymers and gels include several kinds of functional material systems, such as biomimetic actuators and mass transport
surface.
Polymer gels / Self-oscillation / Biomimetics / Belousov-Zhabotinsky reaction

はじめに

1.

いわゆるバイオミメティックスとよばれる研究領域
の中で，高分子ゲルは大きな役割を演じてきた．特に
MIT 田中豊一教授による体積相転移現象（温度，pH
変化などの外部環境変化に対してゲルが可逆的に膨潤
収縮変化する現象）の発見 1) 以来，刺激応答性ゲルの
物理化学的振る舞いは種々の生命現象のモデルとなる

図1
刺激応答ゲルと自励振動ゲル．

と同時に，アクチュエータ，センサー，ドラッグデリ
バリーシステム（DDS），分離精製システムなど種々
のバイオミメティック材料として応用する研究が活発

ルにもなっている，循環する反応回路をもつ Belousov-

に行われている ．化学エネルギーを力学エネルギー

Zhabotinsky（BZ）反応をゲル内で引き起こし，その化

に変換する

という概念も古く

学エネルギーを力学エネルギーに転換する分子設計を

からあり，柔らかいアクチュエータを実現する 1 つの

行うことによりゲルの周期的な膨潤収縮振動を生み出

人工筋肉モデルとしてすでに 20 年程前から提唱され

すことに成功した（図 2）
．1996 年にはじめてこの自

ている．

励振動ゲル（self-oscillating gel）を報告し 3)，以降系統

2)

ケモメカニカルゲル

筆者も刺激応答性ゲルの研究に長い間携わってきた

的に研究を進めている 4)-19)．時空間機能をもつ 4 次元

が，一方で，より生命体に近い，自律的な機能を発現

マテリアルとして，新しい機能性高分子ゲルの概念を

するゲルの開発に取り組んできた．従来の刺激応答性

提唱し具現化するとともに，生体模倣アクチュエー

ゲルでは，その形態変化を起こすためにはスイッチと

タ，自己拍動マイクロポンプ，物質自動輸送表面な

して常に外部からの刺激（温度や電場など）による

ど，新たな自律駆動型機能性材料およびマイクロ・ナ

on-off 駆動が必要になる．これに対しわれわれは，心

ノマシンへの応用展開を行った．ここではこれらの研

臓の拍動のように一定条件下で自発的に周期的リズム

究概要を紹介する．

運動を行う新しい「自励振動ゲル」を開発した（図 1）
．
すなわち，生体の代謝反応（TCA 回路）の化学モデ
Self-oscillating Gel Beating Like a Heart Muscle
Ryo YOSHIDA
Department of Materials Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo
※図 1– 図 3 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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図2
ゲルの自励振動のメカニズムと種々の自励振動挙動．

て BZ 反応が生じ，ゲルが自発的な膨潤収縮振動を起

2. 自励振動ゲルの設計と運動リズムの時空間制御

こす（図 2c）
．

BZ 反応は，時間的リズムや空間的パターンを自発

本システムでは，化学結合した触媒の周期的な酸化

的に生み出す化学振動反応としてよく知られている．

還元変化が高分子鎖の周期的な形態変化に変換される

金属触媒（ルテニウム錯体やフェロインなど）共存下の

（図 2d）
．未架橋の高分子鎖の場合，溶解度変化によ

酸性水溶液中で，マロン酸やクエン酸などの有機基質が

る溶液の透過率振動や粘度振動として観測される．ゲ

臭素酸などの酸化剤によって緩やかに酸化される反応

ルサイズが小さい場合には均質な酸化還元変化に伴う

であるが，その過程でサイクリックな反応ネットワー

等方的な膨潤収縮振動となるが，ゲルが化学反応波の

クが自発的に構成され，触媒となる金属錯体が周期的

波長以上のサイズになると，反応と拡散（情報伝達物

な酸化還元振動を起こす．われわれは，ベースとなる

質となる中間生成物すなわち活性因子の拡散）のカッ

化学構造として，BZ 反応の触媒として働くルテニウ

プリングによって内部に化学反応波（興奮状態である

ムビピリジン錯体（Ru(bpy)32）を温度応答性高分子で

酸化状態の波）が生まれる．酸化状態のときゲルは膨

あるポリ-N-イソプロピルアクリルアミド（PNIPAAm）

潤するので，波の伝播と共に局所的な膨潤領域が一定

に共重合したゲルを作製した（図 2a）．ルテニウム錯

速度でゲル中を伝播し，消化管のような蠕動運動を生

体の酸化／還元状態で高分子鎖の親疎水性が変化しゲ

み出す．

ルの相転移温度が変化するため（図 2b），一定温度下

BZ 反応の振動挙動は反応物濃度や温度に依存する

では酸化状態で膨潤し還元状態で収縮する挙動を示

ため，それらを変化させることで膨潤収縮振動の周期

す．そのため BZ 反応によりルテニウム錯体部位が一

や振幅，蠕動運動の速度や波長が制御できる．振動自

定温度で周期的に酸化還元振動を起こすと自励的なゲ

体の on-off 制御も可能である．またルテニウム錯体の

ルの膨潤収縮振動が誘起される．すなわち，ゲルを一

光感受性を利用したり，スピロベンゾピランなどの

定温度の基質混合溶液（マロン酸，臭素酸ナトリウム

フォトクロミック分子を高分子鎖に導入することで，

および硝酸）の中に浸すと，基質がゲル相内部に浸透

光照射によりさまざまな運動リズムの制御ができ

し，高分子鎖に固定化したルテニウム錯体を触媒とし

9)
る ．ゲル自身の膨潤収縮の応答性も振幅に大きく影
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響する．たとえば 2-アクリルアミド-2-メチルプロパ

ど）を自動輸送する新しい機能性表面を構築すること

ンスルホン酸（AMPS）を共重合することにより高膨

ができる（図 3b）
．輸送システムとしての汎用化に向

潤度かつ多孔質構造のゲルを作製し，応答性が向上し

け，トライボロジー理論や輸送物質との相互作用を考

振幅が大きくなることを示してきた ．

慮した表面設計を行っている 10), 13), 14)．さらに，基板

10)

上に未架橋の自励振動高分子を修飾することにより，

3. 自律性をもつバイオミメティック材料としての展開

よりミクロなレベルでの自律的な振動界面の構築が可

自励振動高分子／ゲルの新しい時空間機能材料とし

り，自励振動ポリマーブラシを作製している．このよ

ての展開を図 3 に示す．詳細は総説など

4)-8)

能となる．実際，表面開始原子移動ラジカル重合によ

に譲るが，

うな微小振動子の特性を明らかにしていくことによっ

ゲルの自律的運動を生体模倣アクチュエータへ応用す

て，マイクロ／ナノコンベアとしての機能性表面の創

る研究として，微細加工技術により，ゲル表面に微小

製が期待される．

な突起がアレイ状に配列した「人工繊毛」を作製した

一方，沈殿重合法によりサブミクロンオーダーの自

（図 3a）
．化学反応波の伝播に伴い表面突起が周期的

励振動ゲル微粒子を作製し，時空間機能をもつ新たな

に変動する様子が観測された．さらに，傾斜構造をも

機能性ゲル微粒子への展開を試みている（図 3c）
．特

つゲルを作製し膨潤収縮運動に異方性を与えることに

に，相転移温度付近ではコロイド安定性が敏感に変化

より，尺取り虫のように周期的な屈曲運動を繰り返し

するため，ゲル微粒子が膨潤収縮とともに自律的に分

ながらラチェット基板上を自ら歩くアクチュエータ

散・凝集し，透過率振動の振幅が劇的に増加する現象

ゲル（self-walking gel）も作製している ．またゲルが

を見いだした 15)．階層的な振動を生み出す非線形現象

揺動を繰り返しながら媒体中を自己推進運動（self-

として興味深い．ポリマー溶液と同様に，粘度が自励

propelled motion）することを理論的および実験的に実

振動する現象も見いだしており 16)，レオロジー特性を

証した 12)．今後，自律駆動型のアクチュエータとして多

周期的に変化させる新しい機能性流体としての応用が

様な応用研究への展開が可能であろう．BZ 反応の数

期待される．最近では，4 分岐ポリエチレングリコール

理モデルとゲルの状態方程式を基盤にしたケモメカニ

（TetraPEG）末端にルテニウムのリガンドを導入し，酸

カル挙動の計算シミュレーションも行われている ．

化還元により可逆的な錯体形成／解離を生起させ大き

また，ゲルの蠕動運動を利用することにより，化学

な分子量変化を引き起こす，新たなメカニズムによる

11)

20)

（図 3e）
．
ポリマー溶液の自励粘性振動も実現している17)

反応波の伝播と共に表面に添加した物質（微粒子な

図3
自励振動高分子／ゲルの自律材料としての展開．
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生体材料システムへの応用展開を考えた場合，BZ

ムの魅力を感じている．その点は十分意識し，概念の

反応を利用する欠点として，反応が非生理条件下で起

レベルを下げることなく研究を進めていきたいと思っ

こるという問題があるが，生体環境になるべく近い条

ている．運動機能，物質輸送機能，情報変換・伝達機

件で機能を発現するような自励振動ゲルの分子設計・

能などをもつ新たなバイオミメティック材料として新

網目構造設計を行っている．これまでに，酸供給部位

たな展開を期待したい．

および酸化剤供給部位を予め導入した新規な自励振動
文

高分子を作成し，酸および酸化剤無添加条件で自励振
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シンクロ現象など種々の物理化学的現象はいろいろな
生命現象にも類似しており，化学・物理・機械・生物
など多くの分野の研究者にもおのおのの立場から興味
深いものと考える．
今後，本原理をうまく利用あるいは改善した材料シ
ステム，デバイス作りなど，多様な応用研究としての
展開が可能であろう．実際の応用を考えてもう少し単
純なメカニズムで類似システムを作る研究もあるが，

吉田

振動とともに特有の協同現象を生み出す，構成高分子
鎖自体の非線形的なダイナミックスこそが重要であ
り，われわれはそこに生命現象とも共通した本システ
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LIS1による細胞内ロジスティクスと
滑脳症発症の関係
山田雅巳

1.

大阪市立大学大学院医学研究科細胞機能制御学

はじめに

2.

滑脳症原因遺伝子 LIS1 とモータータンパク質・
細胞質ダイニンの輸送

「滑脳症（lissencephaly）」は，中枢神経系の先天的な

これまでに，私たちは，LIS1 の結合タンパク質と

遺伝性疾患の 1 つであり，大脳表面のしわがなく，皮

して NDEL1 を同定するとともに 4), 5)，細胞質ダイニ

質層が肥厚して「つるっ」とした形態を特徴とする．

ン は LIS1／ 細 胞 質 ダ イ ニ ン ／transportable micro-

その発生頻度は，新生児 1 万 5 千人に 1 人の割合で，

tubule（tMT）複合体を形成して，キネシンの Cargo

臨床的には重度の精神・運動・発達遅滞，てんかん発

として微小管上をプラス端へと順向性（神経細胞にお

作などをおもな症状とし，対症療法を除外すれば，現

いては，核側から神経終末方向へ）に輸送されている

状では根本的な治療方法はいまだ確立されていない．

「細胞質ダ
ことを発見した 6)．これより，私たちは，

ヒト脳の発生初期段階において，神経上皮細胞は脳室

イニンの順向性輸送」は，細胞質ダイニン自身がモー

帯 で 神 経 上 皮 細 胞 と ニ ュ ー ロ ン に 非 対 称 分 裂 後，

ターとして働く逆行性輸送とは異なること，LIS1 は，

ニューロンは放射状グリア細胞に沿って，辺縁帯側へ

細胞質ダイニンが微小管のプラス端へとリサイクルさ

とダイナミックに移動（遊走）することで皮質板の本

れる過程において重要な役割を果たしてしているとい

来機能すべき場所で正常な 6 つの層構造が形成され

う新しいモデルを提唱した（図 1 ①）
．また，LIS1 は

る．滑脳症は，この神経細胞の遊走が阻害されること

細胞の中心体周辺に高密度に局在していることが知ら

で正常な脳の層構造が構築できず（四層），さまざま

れている．私たちは，LIS1 が中心体周辺に集積する

な異常をきたすことに起因すると考えられている．そ

た め に は，LIS1 の 結 合 タ ン パ ク 質 と し て 同 定 し た

の原因遺伝子としては，X-染色体の Doublecortin（DC）

NDEL1 が重要な役割を果たしていることを明らかに

遺伝子他 ，いくつかの遺伝子が同定されているが，

．さらに，細胞質ダイニンの順行性
した 4)-6)（図 1 ②）

古典的（I 型）滑脳症の 60% は染色体 17 番目にある

輸送複合体（LIS1／細胞質ダイニン／tMT）とキネシ

LIS1/PAFAH1B1（platelet-activating factor acetylhydrolase 1B

ンをつなぐアダプター分子が，これまで機能がまった

subunit）遺伝子のヘテロ変異によるものであるとされ

く明らかにされていなかったタンパク質 mNudC であ

ている ．一方で，LIS1 は，細胞内において微小管

ることを証明した（図 1 ③，電子付録 動画 1A）7)．こ

モータータンパク質の一種である細胞質ダイニンと結

の mNudC は，細胞質ダイニンのアクセサリータンパ

合して，その輸送を制御していることが知られてい

ク 質 で あ る ダ イ ナ ク チ ン p150Glued／ ダ イ ナ ミ チ ン

る 3)．滑脳症の発症は，原因遺伝子 LIS1 の変異ある

（p50）とキネシンのアダプタータンパク質としても働

いは欠損による LIS1 の機能不全が，中枢神経細胞内

いていた（図 1 ④，電子付録 動画 1B）7)．しかしなが

における微小管モータータンパク質・細胞質ダイニン

ら，順向性の輸送においては，細胞質ダイニンとダイ

による核移動，オルガネラ分布，タンパク質輸送の異

ナクチン p150Glued／ダイナミチン（p50）は，異なる

常あるいは微小管ネットワーク形成の異常をもたら

輸送複合体としてそれぞれ運搬されていた 7)．細胞質

し，神経細胞の遊走の異常を引き起こすことで発症す

ダイニン自身がモーターとして逆行性に輸送される際

ると考えられている．しかしながら，LIS1 が細胞質

には，そのアクセサリータンパク質であるダイナクチ

ダイニンあるいは輸送基質（Cargo）の輸送を制御す

ン p150Glued／ダイナミチン（p50）と挙動を共にする

る際の具体的な役割および詳細な分子機構はいまだ不

ことより（図 1 ⑤）
，細胞質ダイニンは，順向性と逆

明な点が多い．

向性とでは異なる複合体を形成して輸送されているこ

1)

2)

Intracellular Logistics Coordinated by LIS1 and Lissencephaly
Masami YAMADA
Graduate School of Medicine, Osaka-city 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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LIS1 と滑脳症

（LIS1 ヘテロ欠損マウス）の症状を個体レベルで改善
し，野生型マウスにはほとんど副作用を及ぼさなかっ
たことから，ヒト滑脳症治療法の開発につながること
が期待される 9)．一方で，カルパインの特異的阻害剤や
活性化剤は，筋ジストロフィー，糖尿病，ガン，アルツ
ハイマー病などのさまざまな病態薬剤の開発につなが
ることも期待されている 10)．今後，カルパイン阻害剤
で LIS1 の分解を抑制することにより，細胞内の LIS1
量を増加させ，正常レベルまで回復させることで，滑
脳症の症状改善につながるならば，滑脳症と同様に常

図1
LIS1 による細胞内物流の分子制御モデル．

染色体優性遺伝性疾患の中でも多くの割合を占めるハ
プロ不全とよばれる数百から千以上の遺伝疾患（たと

とが示唆された ．今後，LIS1・細胞質ダイニン複合

えば，Marfan 症候群，Ehlers-Danlos 症候群 IV 型など）

体の神経細胞終末あるいは中心体近傍での再編成の過

においても，それぞれの原因因子の量的調節による機

程に着目し，微小管上への Loading/Reloading の分子制

能改善を治療戦略に応用することが期待される．

7)

御機構を明らかに す る こ と は， 滑 脳 症 原 因 遺伝子
LIS1 の機能不全による「細胞内物流の攪乱・破綻」

謝

辞

に起因する「神経細胞遊走の欠如」の観点から「滑脳

本稿は，大阪市立大学大学院医学研究科・細胞制御

症発症のメカニズム」を解明するために重要であると

学講座での研究成果によるものであり，広常真治教授

考えられる．

をはじめ研究室の皆様に深謝いたします．また，本稿

3.

執筆の機会を与えていただきました，北海道大学電子

カルパイン阻害剤による滑脳症治療

科学研究所・ナノシステム生理学の新井由之助教に深

新生マウスの後根神経節細胞に EGFP-LIS1 を発現

謝いたします．

させて，その軸索 領 域 に 於 い て 蛍 光 褪 色 後 の回復
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いることが示唆された．実際私たちは，LIS1 がタン

10)

行い，順向性および逆向性の蛍光分子の輸送活性を調
べたところ，EGFP(Enhanced Green Fluorescent Protein)LIS1 は，順向性の輸送に比較して逆向性の輸送活性
がきわめて低下していることがわかった ．このこと
6)

から，LIS1 は，微小管上を順向性に神経終末まで輸
送された後，その多くのタンパク質は何らかの分解酵

Sorimachi, H. et al. (2010) Exp. Anim. 59, 549-566.

パク質分解酵素の一種であるカルパインによって分解
されることをシステインプロテアーゼ阻害剤（ALLN
お よ び E64d） を 用 い た 実 験 に よ り 明 ら か に し た 8)
（図 1 ⑥）
．また，カルパイン阻害剤は，滑脳症モデル
小動物としての LIS1 へテロ欠損マウスに観られた
LIS1 および細胞質ダイニンの細胞内局在の異常，ア
ポトーシス，神経細胞遊走の異常，脳層形成の異常，
山田雅巳

協調性運動失調，記憶・学習障害などの個体レベルで
の行動異常を改善させることも明らかにした ．
8)

4.

おわりに

今回，カルパイン阻害剤は，滑脳症モデルマウス
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低親和性複合体の結晶構造から導き出された
プレキシン受容体の新たな活性化モデル
禾

1.

晃和

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科生体超分子システム科学専攻

研究の背景

神経細胞は軸索という

手

を伸ばして他の神経細

胞とつながり，複雑なネットワークを形成する．軸索
はガイダンス因子の助けによって適切な方向へと伸び
ていくことが知られており，本稿で取り上げるセマ
フォリンも，その 1 つとして同定された分子である．
セマフォリンは神経細胞上に発現するプレキシンとよ
ばれる受容体を活性化し，結果として軸索の伸長を阻
害して反発シグナルを伝える．
セマフォリンには 8 つのクラスが同定されてお

図1
プレキシンの活性化モデル．セマフォリンの結合によって，プレ
キシン分子の向きが変わることが，細胞内の GAP ドメインの活性
化を引き起こす．（GAP ドメインの 2 量体化による活性化モデル
を，考えられるメカニズムの 1 例として示す．）

り，分泌型や膜結合型などがある．プレキシンには
4 つのタイプが同定されており，すべてが I 型の膜タ
ンパク質である．また，プレキシンは，細胞内領域に
GTPase-activating protein（GAP）ドメインを有するユ
ニークな受容体としても知られる．興味深いことに，

うち，Sema6A とプレキシン A2（PlxnA2）のペアを取

リガンドと受容体の関係にあるセマフォリンとプレキ

り上げて，構造解析を行った．そして，その結果，

シンは，細胞外領域にセマドメインとよばれる共通の

Sema6A と PlxnA2 が 2 対 2 のヘテロ 4 量体を形成する

モジュールをもっており，互いのセマドメインを介し

こ と を 明 ら か に し た（図 1c）
． 複 合 体 構 造 の 中 で，

て結合する．セマフォリンに関しては，すでに複数の

Sema6A は 結 合 前 の 単 独 状 態 と 同 じ Face-to-face 型 の

クラスの結晶構造が報告されており，-プロペラー構

2 量体構造をとっており，結合前と比べて顕著な構造

造をとるセマドメインが，プロペラーの面と面を向か

変化は見られなかった．一方，配列相同性からも予想

い合わせた Face-to-face 型の 2 量体構造をとることが

されていた通り，PlxnA2 の単量体は Sema6A と非常に

．われわれもセマフォリン 6A

よく似た構造をとっていた．しかしながら，複合体の

（Sema6A）に関して結晶解析を行い，同様のデータを

中での会合状態はまったく異なっており，2 分子の

得ていた（図 1a）．その一方で，プレキシンに関して

PlxnA2 は 相 互 作 用 し て お ら ず，1 分 子 ず つ 独 立 に

は，セマドメインを含む領域の構造は報告されておら

Sema6A の 2 量 体 に 結 合 し て い た．PlxnA2 と Sema6A

ず，当然ながら，セマフォリンとプレキシンがどのよ

はいずれも，-プロペラーの側面にある平坦な分子表

うな複合体を形成するのかも長らく不明のままであっ

面を用いて相互作用していた．

明らかになっていた

1), 2)

た．そのような状況の中，われわれを含め，英国，米

一連の複合体解析から，受容体であるプレキシン

国などの 3 研究グループがほぼ同時期に，セマフォリ

が，シグナル伝達時にセマフォリンを介して 2 量体化

ン・プレキシン複合体の結晶構造を報告し，結合様式

するということが示された．これまでも，1 回膜貫通

の理解は一挙に進むこととなった
2.

3)-5)

．

型の受容体に関しては，2 量体化が活性化の引き金に
なるモデルが数多く提唱されてきた．受容体チロシン

セマフォリン・プレキシンの複合体構造

キナーゼ型の受容体の活性化モデルはその代表例であ

われわれはプレキシン・セマフォリンファミリーの

り，単量体として存在している受容体チロシンキナー

A Novel Model for Plexin Receptor Activation Deduced from Structural Analysis of Low-affinity Complexes
Terukazu NOGI
Department of Supramolecular Biology, Graduate School of Nanobioscience, Yokohama City University
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ゼは，リガンドの結合によって 2 量体化することで，

合状態から解離状態へ，もしくは，解離状態から会合

細胞内にあるキナーゼドメインが活性化される．それ

状態へと変化するならば，それが活性化の引き金にな

では，プレキシンも同じようにセマフォリンとの結合

ることは十分あり得るであろう．受容体チロシンキ

によって単量体から 2 量体化へと変化し，それが引き

ナーゼの活性化モデルは，活性化の前後で単量体から

金になって細胞内の GAP ドメインが活性化されている

2 量体へと受容体分子の会合状態が変化するというも

のであろうか？ 実際のところ，われわれはそのよう

のであった．プレキシンの場合は，活性化の前も後も

な活性化モデルには否定的な意見をもっており，それ

受容体は 2 量体のままであり，2 つの分子の向きが変

とは異なる仕組みによって活性化が起きていると推理

化することが重要なのではないかとわれわれは考えて

している．われわれは PlxnA2 細胞外領域断片を単独で

いる．ちなみに，セマフォリン・プレキシンの複合体

も構造解析しているのだが，そこから活性化機構解明

構造を報告した他の 2 グループは，このような活性化

の手がかりとなる非常に興味深いデータを得ている．

モデルは提唱しておらず，受容体チロシンキナーゼと

3.

同じような 2 量体化モデルや，複合体のクラスタリン

プレキシンのホモ 2 量体構造と活性化モデル

グモデルなどを提唱している．われわれの提唱するモ

これまでプレキシンのセマドメインについては，ホ

デルが正しいかどうか，そして正しい場合にどのよう

モ多量体をつくるということは報告されていなかった

な構造変化が起きているのかを検証するためには，プ

が，われわれが構造解析を行ったところ，PlxnA2 の

レキシンに関する更なる構造情報が必要とされる．特

セマドメインが結晶内でホモ 2 量体構造をとることが

にセマドメインと GAP ドメインをつなぐストーク領

明らかになった．その 2 量体構造は，セマフォリンの

域がどのような構造をとっているかを明らかにするこ

ものとはまったく異なり，2 分子の PlxnA2 はプロペ

とが今後の重要な課題であると考えられる．

ラーの側面を用いて，あたかも頭突きしているかのよ
謝

うな配置で相互作用していた（図 1b）．この 2 量体化

辞

本研究は，大阪大学蛋白質研究所高木淳一教授の指

の親和性は非常に低く，超遠心分析を行ったところ，
解離定数は小さく見積もっても 60 M となった．こ

揮の下，数多くの共同研究者とともに行ったもので

の値は一般的に見ると非常に大きい値であるが，膜上

す．この場をお借りして心より御礼申し上げます．

に固定されたプレキシン分子同士の相互作用であれば
文

有意な値なのではないかとわれわれは考察している．
実 際， 上 述 の Sema6A の ホ モ 2 量 体 形 成 や，Sema6A
と PlxnA2 の結合の解離定数も M のオーダーである
と見積もられており，決して高い親和性とはいえな
い．相互作用様式をさらに調べると，このホモ 2 量体

献

1)

Antipenko, A. et al. (2003) Neuron, 39, 589-598.

2)

Love, C. A. et al. (2003) Nature Struct. Biol., 10, 843-848.

3)

Liu, H. et al. (2010) Cell, 142, 749-761.

4)

Janssen, B. J. et al. (2010) Nature, 467, 1118-1122.

5)

Nogi, T. et al. (2010) Nature, 467, 1123-1127.

化の結合面は，セマフォリンとの複合体形成時の結合
面とほぼ一致していることもわかった．つまり，プレ
キシンは，複合体を形成する際に，プレキシンからセ
マフォリンへと相互作用のパートナーを換えているか
のようにも見える訳である．プレキシンの細胞外領域
には，セマドメインに続いて，小型の球状ドメインが
複数繰り返されている．この繰り返し領域が柔軟性の

禾

低い，硬いストーク（茎）状の構造をとっているなら
ば，細胞外におけるセマドメインの会合状態の変化
は，細胞内に存在する GAP ドメイン同士の向きや配
置の変化を引き起こすものと思われる（図 1）．セマ
フォリンの結合前後で，2 つの GAP ドメインが，会

トピックス
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セレンをタンパク質に正確に取り込む：
セレノシステインtRNA認識の構造基盤
関根俊一，横山茂之

1.

東京大学 / 理化学研究所

はじめに

セレン（Se）はヒトを含め多くの生物に必須の微量
元素である．土壌に微量に含まれており，反応性に富
み本来有毒であるが，驚くべきことに生物はそれを取
り込んで有効に活用する仕組みを備えている．Se は，

図1
セレノシステインの構造．

生体内ではおもにセレノシステイン（Sec）というア
ミノ酸の構成要素としてタンパク質に含まれている．
Sec は，セリン（Ser）またはシステイン（Cys）とい
うアミノ酸の側鎖の，それぞれ酸素（O）または硫黄
（S）が，Se で置換された構造をもったアミノ酸であ
る（図 1）
．Sec は，抗酸化作用をもつ酵素など一部の
タンパク質に含まれている（Se 含有タンパク質）
．つ
まり，生物は，Se を Sec というアミノ酸のかたちでタ
ンパク質に取り込み，その高い反応性を活性酸素種の
除去などの酸化還元反応に利用しているのである．

図2
セレノシステインの生合成と翻訳．

Sec は「21 番目のアミノ酸」として知られ，通常の
20 種類のアミノ酸と同様に，遺伝暗号にしたがって
タンパク質に取り込まれる．21 番目のアミノ酸をタ
ンパク質合成に用いるために，生物は実に巧妙な仕組

る酵素であるが，tRNASec は tRNASer になりすまして

みを進化させている．Sec には専用の tRNA（tRNASec）

SerRS から Ser を受け取っているともいえる．次に，

が存在し，それは他の標準的な tRNA とは異なるいく

Ser-tRNASec は O-ホスホセリル-tRNA キナーゼ（PSTK）

つ か の 特 徴 を も っ て い る 1)．tRNASec は UGA コ ド ン

というリン酸化酵素によってリン酸化を受け（P-Ser-

（通常は終止コドン）に対応するアンチコドンをもっ

，最後にリン酸基が SeH 基で置換されて SectRNASec）
tRNASec が完成する．

ており，Se 含有タンパク質の mRNA 上の特定の UGA
コドンを Sec コドンへと読みかえることで Sec を挿入

ここで，PSTK は，tRNASec のみを tRNASer を含む他

する．このように，生物は Se を利用するために，20

の tRNA から厳密に識別し，前者だけをリン酸化して

種類のアミノ酸を指定する遺伝暗号を拡張し，21 番

Sec の合成経路へと導く分岐ポイントとしての役割を

目のアミノ酸である Sec に対応させている．

担っている（図 2）2)-4)．これは，たとえば tRNASer 上

Sec は，複数の酵素反応を経て tRNASec に結合した

で誤って Sec が合成され，遺伝暗号の正確性が損なわ

状態で合成される（図 2）．まず，セリル tRNA 合成

れることを防ぐために不可欠である．PSTK が tRNASec

酵素（SerRS）の作用により，tRNASec の 3 末端にセリ

だけがもつ構造的特長を特異的に認識しているため

ン（Ser）が付加される（Ser-tRNA ）．SerRS は本来セ

に，この厳密な tRNA の選別が可能となっていると考

リン tRNA（tRNA ）に作用して Ser-tRNA を合成す

えられるが，その仕組みは不明であった．最近われわ

Sec

Ser

Ser

Structural Basis of Selenocysteine tRNA Recognition by PSTK for the Accurate Selenium Incorporation into Proteins
Shun-ichi SEKINE1,2 and Shigeyuki YOKOYAMA1,2
1
Laboratory of Structural Biology, Graduate School of Science, The University of Tokyo
2
RIKEN Systems and Structural Biology Center
※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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れが決定した PSTK と tRNASec との複合体の結晶構造

することが明らかになり，PSTK による tRNASec の認

は，この仕組みの構造的基盤を明らかにするものであ

識において C 末端ドメインが主要な役割を担ってい

る 5)．

ることが明らかになった．つまり，PSTK は C 末端ド

2.

メインを用いて特殊な D アームを頼りに tRNASec と強

PSTK と tRNASec の複合体の結晶構造

く結合し，N 末端ドメインを tRNASec のアクセプター

われわれは，古細菌由来の PSTK および tRNA の

アームに配置して，アームの末端に結合したアミノ酸

複 合 体 の 結 晶 を 数 種 類 作 製 し， そ れ ら の 構 造 を

の リ ン 酸 化 を 行 う と 考 え ら れ る． 一 方， 標 準 的 な

2.4-2.9 Å の分解能で決定した（図 3） ．PSTK は，N

tRNA は PSTK によるリン酸化を受けないが，これは

末端ドメインと C 末端ドメイン，およびこれら 2 つ

D アームが PSTK の C 末端ドメインと適合しないこ

のドメインを連結する長いリンカーからなっている．

とから説明できる．

Sec

5)

PSTK は N 末端ドメインを介して 2 分子でホモ 2 量体

おわりに

4.

を形成しており，それぞれの単量体分子が 1 分子の
tRNASec と結合していた．複合体中で，両ドメインはそ

以上のように，21 番目のアミノ酸である Sec の生合

れぞれ独立して tRNASec の別々の部位に結合している．

成・翻訳の経路と通常の 20 種類のアミノ酸の経路を

活性部位を含む N 末端ドメインは tRNASec のアミノ

隔てる主要な仕組みの構造基盤が明らかになった．こ

酸を結合する腕（アクセプターアーム）に結合し，C

の結果は，Sec の生合成および翻訳のメカニズムの解

末端ドメインは tRNASec の中央の D アームとよばれる

明において重要であると同時に，生物が遺伝暗号の進

領域と結合している．しかし，PSTK は tRNA の特

化の過程で，新たなアミノ酸を追加してきた仕組みの

長である UGA に相補的なアンチコドンには結合して

理解にもつながる．この知見は，多くの有用なアミノ

おらず，アンチコドンは認識の対象になっていないこ

酸をタンパク質の任意の位置に導入し，新たな機能を

とが明らかになった．

もったタンパク質を創製する技術の開発に応用できる

Sec

3.

と期待される．

PSTK は D アームをもとに tRNASec を認識する

tRNASec の D アームは，標準的な tRNA の D アーム

文

とは大きく異なっている．すなわち，標準的な tRNA
の D アームは短いステム（3-4 塩基対）と長いループ

献
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Itoh, Y. et al. (2009) Nucleic Acids Res. 37, 6259-6268.

2)

Carlson, B. A. et al. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 1284812853.

（7-11 塩基）からなるのに対し，tRNASec の D アーム

3)

Amberg, R. et al. (1996) J. Mol. Biol. 263, 8-19.

は長いステム（6 塩基対）と短いループ（4 塩基）か

4)

Sherrer, R. L. et al. (2008) Nucleic Acids Res. 36, 1871-1880.

らなる．PSTK の C 末端ドメインは，この特徴的な D

5)

Chiba, S. et al. (2010) Mol. Cell 39, 410-420.

アームの構造にぴったりと適合している（図 3 右）
．
変異体解析の結果，PSTK の tRNASec への結合能はお
もに C 末端ドメインに依存していること，C 末端ド

関根俊一（せきね しゅんいち）
東京大学大学院理学系研究科特任准教授／理化学
研究所生命分子システム基盤研究領域客員研究員
連絡先：〒 113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1
E-mail: sekine@biochem.s.u-tokyo.ac.jp

メインを除去した変異体 PSTK では活性が著しく低下

関根俊一

横山茂之（よこやま しげゆき）
理化学研究所生命分子システム基盤研究領域領域
長／東京大学大学院理学系研究科兼任教授
E-mail: yokoyama@biochem.s.u-tokyo.ac.jp
図3
tRNASec を結合した PSTK の結晶構造（左）と C 末端ドメインによ
る D アームの認識（右）．

横山茂之
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アンチストークス蛍光スペクトルと2光子励起
蛍光スペクトルによる光合成膜の顕微分光分析
熊崎茂一

1.

京都大学理学研究科／科学技術振興機構さきがけ「光エネルギーと物質変換」研究員

している．系 I 蛍光を観測するには，試料温度を低く

背景

する（77 K など）
．低温では系 I の長波長吸収クロロ

植物葉緑体は酸素発生型の光合成反応を行うが，内

フィル（電子供与体クロロフィルより低エネルギーで

部のチラコイド膜が光から化学エネルギーへの変換の

吸収するクロロフィルの会合体）の一部が電荷分離を

場である．チラコイド膜には膜間ポテンシャル勾配生

行う反応中心に電子励起エネルギーを渡さないため蛍

成に必須な光化学系（系 I と系 II）とそれらに電子励起

光量子収率が上がるからである．例外的に，トウモロ

エネルギーを供給する光捕集色素タンパク質がある．

コシを含む C4 植物の維管束鞘細胞では，系 II が非常

チラコイド膜は環境（光，栄養）への順応や葉緑体分

に少ない葉緑体が見られ，周囲の葉肉細胞葉緑体と同

化（色素体分化）に応じて微細構造が変化することが

じ条件で蛍光像を撮ると蛍光を出さない葉緑体として

電子顕微鏡観察で知られてきた．微細構造は色素タン

観察される 2)．

パク質の量や比によって影響されるが，逆に微細構造

3.

が電子励起エネルギー移動や物質拡散に影響を与える

近赤外励起葉緑体蛍光スペクトルの非常識さ？

側面もあると考えられる．電子顕微鏡像では nm オー

前述の常識は紫外―可視（おおむね 700 nm より短い

ダーの微細構造がわかるが光化学反応を見ることはで

波長）の励起光による蛍光スペクトルには当てはまる

きない．一方，光学顕微鏡の解像度は電子顕微鏡には

が，近赤外励起の場合の事情は異なる．われわれの

劣るが，膜構造の概観を得ながら自家蛍光（おもにク

近赤外励起蛍光スペクトル顕微分光 3) では，励起波長

ロロフィル蛍光）の寿命やスペクトルにより膜構造と

を 785-820 nm に 選 び， パ ル ス 励 起（0.2 ps 時 間 幅，

光化学反応の関係性を生理的条件で追究できる．しか

76 MHz）または連続発振（CW）励起により葉緑体の

し，第 2 節で述べるように，可視光線で励起し常温で

蛍光スペクトルを比べた 4)．図 1 は葉肉細胞と維管束

観測する限り系 II 蛍光が得られるばかりで系 I 蛍光画
像を得ることができないという問題点があった．第 3
節では近赤外レーザー，特に連続発振近赤外レーザー
により系 I 高選択的蛍光画像を得る新方式を紹介する．
2.

常温葉緑体蛍光スペクトルの常識

本稿では特に断らない限り，系 II 蛍光や系 I 蛍光と
いえば各光化学系とその光捕集系由来の蛍光をまとめ
て表すことにする．常温の葉緑体自家蛍光では系 II 蛍
光（685-690 nm）が支配的で，系 I 蛍光（715-740 nm）
は大方無視できるというのが教科書に書かれた常識で
図1
トウモロコシ葉緑体の顕微蛍光スペクトル．葉肉細胞と維管束鞘
細胞の違いは系 II : 系 I の量比の変化を反映し，パルス励起と連続
発振励起の違いは励起確率の変化を表している．パルス励起と連
続発振励起ではレーザー平均パワーを揃えており，同一葉緑体か
らの信号を比較している．励起波長は 810 nm．
文献 4 の図 4 の一部を改変して使用（©Oxford University Press）

ある 1)．系 II 蛍光の量子収率は系 I よりも大幅に高く，
また系 II 蛍光の量子収率は酸化還元状態により大き
く増大することもあるからである．実際の蛍光スペク
トルでは系 I 蛍光波長領域（715-740 nm）にも蛍光が
見られるが，これには系 II 蛍光の振電バンドが寄与

Microspectroscopic Analysis of Photosynthetic Membrane by Anti-stokes Fluorescence and Two-photon Excitation Fluorescence
Shigeichi KUMAZAKI1,2
1
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University
2
PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST)
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鞘細胞の両方でパルス励起と CW 励起を比較したも

グラナ構造に対応する微細構造はまったく見られな

のである．同一の葉肉細胞葉緑体でも，近赤外 CW

い．CW 励起の F728 画像ではグラナ周辺部とグラナ

励起で蛍光スペクトルを見ると系 I に特徴液な遠赤色

の間に比較的均一に分布する系 I 蛍光がおもに見える

（715-740 nm）成分が系 II に特徴的な赤色成分（680-

結果と考えられ，2 光子励起と 1 光子励起の空間分解
4)
能の差だけでは説明できないと思われる ．

695 nm）に対して相対的に強くなる．レーザー平均
パワー依存性まで調べた結果，「近赤外パルスレー

メカニズムの推測と展望

4.

ザーでは 2 光子励起の機構が主で，可視光励起の場合

CW 励起の場合のように 1 光子励起機構で吸収し，

とほぼ同様の蛍光スペクトルが得られる」，「近赤外連
続発振レーザーでは 1 光子励起の機構が主で，系 I を

励起レーザーよりも大幅に短波長側に得られる発光を

選択励起することができ，系 II の寄与を大幅に抑制

アンチストークス蛍光とよぶ．分子分光学の専門家に

できる」と判明した．図 2 は蛍光画像である．葉肉

も十分認知されておらず，観測例もまれである 5), 6)．

細胞の葉緑体では系 II 分布の偏り（グラナという 0.3-

光合成膜のように多種類の色素タンパク質がかかわる

0.6 m 程度の領域）に系 II 蛍光強度が集中すること

試料について，アンチストークス蛍光により色素（タ

が知られている．パルス励起の画像では，F680（670-

ンパク質）選択的画像を得た例はこれが史上初と思わ

690 nm の 蛍 光 強 度 の 積 分 値） と F728（715-740 nm）

れる．アンチストークス蛍光が見られる原因として

の両方において蛍光が強い微小領域が数十ヵ所見られ

は，電子基底状態の高振動励起状態の寄与などがあ

る．程度の差こそあれ，維管束鞘細胞でもグラナ類似

る．特に系 I の長波長吸収クロロフィルの吸収スペク

構造が見られる．一方，CW 励起では両方の葉緑体で

トルが幅広いことが系 I 選択励起を可能にしていると
考えられる．系 I 長波長吸収クロロフィルの低温蛍光
極大波長は緑藻と植物の間で異なるが，これに相関す
るように常温アンチストークス蛍光極大波長でも差異
が見られる 7)．詳細なメカニズムについて究明の余地
はあるが，アンチストークス蛍光は広範な酸素発生型
光合成生物のチラコイド膜の系 II：系 I の（相対）比
率を常温で評価できる新手法であり，常温系 I 選択的
蛍光像を得る目下唯一の方法ではないだろうか？
謝

辞

長谷川慎博士をはじめとする文献（3, 4, 7）の共著
者の皆様と特定領域研究（
「極微構造反応」
「高次系分
子科学」
）による支援に特に記して謝意を表します．
文
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2)
3)
4)
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6)
7)

図2
トウモロコシ葉緑体の蛍光像．励起波長は 810 nm．F680 と F728
はそれぞれ 670-690 nm と 715-740 nm の蛍光強度の積分値．
文献 4 の図 3 と 5 の一部を改変して使用（©Oxford University Press）
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変性領域を介したプロテアソームの基質認識機構
伊野部智由

1.

富山大学先端ライフサイエンス研究拠点

たしている．分解を引き起こす変性領域の特性を明ら

はじめに

かにするために，われわれは変性領域の長さや配置，

ユビキチン―プロテアソーム系は，不要なタンパク

アミノ酸配列が分解効率にどのような影響を与えるか
調べた 5)．

質を分解するだけでなく，細胞機能を制御するタンパ
ク質の濃度調整にもかかわっている．最終的な分解を

2.

担うプロテアソームは，非常に洗練された方法で分解

効率的分解に必要な変性領域の長さと位置

すべきタンパク質とそうでないタンパク質を見分けて

まず分解における変性領域の長さ依存性について調

いる．プロテアソームによる基質タンパク質の選別機

べるために，プロテアソーム結合標識（テトラユビキ

構としてよく知られるのがユビキチン化機構である．

チン鎖（Ub4）あるいは Rad23 の UbL ドメイン）を融

ポリユビキチン化カスケードによって基質にユビキチ

合したモデルタンパク質 DHFR に，さまざまな異な

ン分子が次々に取り付けられ，その長さが 4 つ以上に

る長さの変性領域を取り付けた（図 1a 点線）
．この

なるとプロテアソームに認識される．またポリユビキ

モデルタンパク質は十分に長い変性領域をもつ場合，

チン化基質タンパク質は Rad23 などの UbL-Uba アダ

プロテアソームにより分解されるが，長さを 20-40 残

プタータンパク質によりプロテアソームに運び込まれ

基ほどまで短くすると分解されなくなった．

ることがある．これらアダプタータンパク質はユビキ

次にプロテアソーム結合標識と変性領域の距離と分

チン結合（Ubiquitin associated; Uba）ドメインを介し

解の関係を調べた．そのためにプロテアソーム結合標

てポリユビキチン鎖に，ユビキチン様（Ubiquitin-Like;

識と変性領域の間にタイチン I27 ドメインを挿入した

UbL）ドメインを介してプロテアソームに結合するた

（図 1a 破線）
．I27 ドメインの N 末端と C 末端はお互

め，アダプターとして働く．このようにポリユビキチ

い離れているため，スペーサーとして用いることがで

ンおよび UbL ドメインはプロテアソーム結合標識と

き，FRET 測定で I27 ドメインの挿入がプロテアソー

．しかしながらプロテアソーム

ム結合標識と変性領域の距離をのばすことを実際に確

結合標識だけではプロテアソームの基質タンパク質選

認している．このような基質の分解効率を調べたとこ

別機構を完全には説明できない．

ろ，Ub4 基質の場合，I27 ドメインを 1 個でも挿入す

して使われている

1), 2)

最近プロテアソームによる効率的なタンパク質分解

ると，分解の効率が大きく落ちることがわかった．こ

には，ポリユビキチン鎖のほかに，構造をとらないフ

れに対して UbL 基質の場合，2 個の I27 ドメインを挿

ラフラした変性領域を基質タンパク質がもつ必要があ

入したときに分解効率は最大となった．このように効

ることがわかった ．変性領域は基質のアンフォール

率的な分解に必要な最適な変性領域とプロテアソーム

3)

ディング，および分解の開始サイトとして働く．ポリ

結合標識の距離が Ub4 タグと UbL タグで異なってい

ユビキチン鎖と変性領域は分解ターゲットとなる 1 つ

た（図 1b-d）
．

のポリペプチド鎖にある必要はない．これらは複合体

最後にさまざまなスペーサー距離と変性領域の長さ

を形成する 2 つの別のサブユニットに分離することが

を組み合わせた基質タンパク質を作製し（図 1a）
，そ

でき，効果的な変性領域をもったサプユニットだけが

の分解効率を調べた．その結果，スペーサー距離が最

特異的に分解され，変性領域をもたないポリユビキチ

適でなくても，十分な長さの変性領域であれば，変性

ン化サブユニットは分解を免れることができる ．実

領域自体がスペーサーの役割を果たし，効率的な分解

際にプロテアソームの基質タンパク質の多くは大きな

を引き起こすことがわかった．このように効率的な分

複合体を形成しており，複合体中のサブユニット特異

解において，スペーサー距離と変性領域の長さ依存性

的な分解には変性領域の特性が非常に重要な役割を果

は相補的に働く．これらの結果はプロテアソーム結合

4)

Unstructured Region-mediated Substrate Recognition by the Proteasome
Tomonao INOBE
Frontier Research Core for the Life Science, University of Toyama
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図2
変性領域のアミノ酸配列の複雑度とプロテアソームによる分解．
（a）アミノ酸配列の複雑度．（b）さまざまな変性領域の複雑度と
分解初期速度の関係．

（図 2b）
．おそらくプロテアソームの変性領域認識部位
図1
プロテアソーム結合標識からの変性領域の距離と長さ．（a）さま
ざまな長さの変性領域とスペーサードメインをもつモデルタンパ
ク質．（b）ポリユビキチンタグと変性領域が近くにある場合．（c）
ポリユビキチンタグと変性領域が遠くに離れた場合．（d）UbL ド
メインと変性領域がある程度離れた場合．

と変性領域の相互作用の強さに由来すると考えられる．

標識と変性領域が，それぞれプロテアソーム上の別の

非常に重要な役割を担っていることが明らかとなっ

場所で認識されるということも示唆している．変性領

た．これらの変性領域の性質から，多くの細胞内タン

域の認識部位はすべて同じで，プロテアソーム ATPase

パク質の安定性を説明できる．たとえば高度にポリユ

リングのチャンネル内側であると考えられる．一方，

ビキチン化される酵母の E2 酵素 Cdc34 や UbL-Uba ア

ポリユビキチン鎖認識部位は ATPase リングのチャン

ダプタータンパク質 Rad23 が，プロテアソームに結合

ネルに近い位置にあり，UbL ドメイン認識は ATPase

するにもかかわらずなぜ分解されないか説明できる 6)．

チャンネルからある程度離れた位置にあると予測され

さらに安定性だけでなくそれらの生理学的機能も説明

る（図 1b-d） ．

できるかもしれない．今後さらに変性領域を介したプ

以上の研究から，変性領域の位置や長さ，アミノ酸
配列がプロテアソームの分解タンパク質選択にあたり

5)

3.

おわりに

4.

ロテアソームの基質選択の分子機構が解き明かされ，

効率的分解に必要な変性領域のアミノ酸配列

その生物学的な意義も明らかになってくるであろう．
謝

変性領域の長さや配置だけでなく，そのアミノ酸配

辞

列も分解開始には重要である．そこでさまざまなアミ

本研究は Andreas Matouschek 教授（ノースウェスタ

ノ酸配列の分解開始サイトとしての能力を調べた．モ

ン大）の下で進められた研究である．支援していただ

デルタンパク質（Ub4-DHFR）の C 末端に数十残基程度

いた理化学研究所の貫名信行博士には，この場を借り

のさまざまなアミノ酸配列をもつポリペプチド鎖を取

て感謝いたします．

り付け，そのプロテアソームによる分解のされやすさ
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関をもっていなかった．しかしながらそれらのかわり
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理化学的性質（電荷，疎水性，2 次構造形成，凝集性，
体積など）との相関を解析したが，それらの物理化学

に，変性領域のアミノ酸配列の複雑度とよい相関が
あった（図 2）
．同じアミノ酸の連続や，少数のアミ
ノ酸からなる単調な繰り返し配列は複雑度が低く，そ
れに対して単純な繰り返しのない配列は複雑度が高く
なる（図 2a）
．複雑度の計算は個々のアミノ酸の物理
化学的性質は一切考慮しない統計学的情報計算である

伊野部智由

のにもかかわらず，プロテアソームによる分解効率と
非常に強い相関が見いだされたことは驚きに値する
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理論／実験 技術

X線自由電子レーザー
（XFEL）
の生命科学での利用
中迫雅由1,2，山本雅貴2

慶應義塾大学理工学部物理学科
理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター基盤研究部
1

2

1. はじめに

X 線 自 由 電 子 レ ー ザ ー（XFEL: X-ray Free Electron
Laser）1) は，基礎研究から産業応用開発まで，革新的
な成果を創出し，我が国の発展や国際競争力の強化に
資することが期待されている国家基幹技術と位置づけ
図1
XFEL の構成と XFEL 光の発生．

られている．SACLA と命名された我が国の XFEL は，
試験加速器による R&D 2) を踏まえながら，2006 年度
から理化学研究所が建設を開始し，2011 年 6 月にレー
ザー発振が確認された（http://xfel.riken.jp/）．XFEL 光

発放射過程とよぶ．得られる XFEL 光の波長は，加速

は，今まで誰も経験したことのない強さと干渉性を兼

エネルギーに反比例し，アンジュレータ磁石列周期長

ね備えており，生命科学分野でもさまざまな利用が検

に比例する．

討され始めている．本稿では，今後の生命科学での

2009 年 4 月には，スタンフォード大学の LCLS（加

XFEL 光の利用を想定しながら，XFEL の概要と，そ

速エネルギー 14 GeV）が 1.5 Å の X 線レーザーの発振

れを利用する非結晶粒子の X 線回折顕微鏡実験を紹

に成功し，2011 年 6 月には，SACLA（8 GeV）が 1.02 Å で

介する．

発振に成功した．SACLA では，運動量が揃った電子
を出射可能な電子銃，電子―陽電子衝突型線形加速器

2. XFEL の概要

用に開発された高勾配高周波加速管，真空中で短周期

XFEL は，電子銃，線形加速器，長尺アンジュレー

磁石列を電子軌道に接近させて設置可能な真空封止ア

タで構成される大規模 X 線発生装置である（図 1）1)．

ンジュレータなど，我国独自の技術が用いられ，全長

電子銃から運動量の揃った電子群を取り出して線形加

770 m のコンパクトな施設を低予算で建設することを

速器に入射し，進行方向に圧縮する仕掛けを用いなが

可能とした 1)．一方，真空封止アンジュレータを用い

ら，相対論的速度にまで加速する．

ない LCLS や European-XFEL（建設中，20 GeV）では，
加速エネルギーも大きく，その施設全長は SACLA の

長尺アンジュレータに入った電子群は，その周期磁

倍以上となっている．

場中でローレンツ力を受け，各電子は電磁波を放射す
る．長尺アンジュレータ入口では，電子群内の電子位

SACLA から得られる XFEL 光は，パルス幅約 30 fs

置に相関がないため，各電子から放射される電磁波の

の完全空間コヒーレント光である．空間コヒーレンス

位相は揃っていない．しかし，長尺アンジュレータ内

を壊さない特殊な X 線反射鏡で 2  2 m2 の微小面積

を通過する過程で，電子群内にアンジュレータ光波長

に集光した場合，強度は 5  1011 photons/pulse に達す

周期で電子の集群化が生じる．高度に集群化された電

る．SACLA と SPring-8 の相互利用実験も建設当初か

子群は，周期磁場中で同位相の運動を行い，発せられ

ら想定されている．たとえば，SACLA の高品質な電

る電磁波は位相の揃った（空間コヒーレンス が完全

子群を SPring-8 蓄積リングへ入射して得られる放射光

な）レーザー光となる．このような現象を自己増幅自

をポンプ光，すでに蓄積リングを周回している電子群

3)

Application of X-ray Free Electron Laser in Biological Science
Masayoshi NAKASAKO1,2 and Masaki YAMAMOTO2
1
Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Keio University
2
Research Infrastructure Group, RIKEN SPring-8 Center, Harima Institute, RIKEN
※図 1– 図 5 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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からの X 線をプローブ光とする実験，SPring-8 外壁の
相互利用施設で，XFEL 光をポンプ光とし，SPring-8
放射光をプローブ光とする実験などがある．
約 30 年前の実験室 X 線発生装置から放射光への技
術発展では，実施実験を予測することができた．一
方，未踏の XFEL 光を用いた物質・生命科学などの展
開には予想がつかない部分が多く，緻密な経験蓄積型
の利用技術開発が要求されている．XFEL ならではの
実験装置調整，実験，データ解析などでの経験蓄積と
情報共有が，将来の XFEL 利用の礎となる．
3. コヒーレント X 線回折顕微鏡法

超高輝度 XFEL 光の大強度性のみに着目すれば，従

図2
非結晶単粒子に対する X 線回折実験．

来の放射光利用技術の発展型として，極微小タンパク
質結晶の X 線回折強度測定が可能である 4)．一方，強
度と空間コヒーレンスの両方を活用したコヒーレント

子密度 P(x, y) の Fourier 変換となる．投影電子密度を

X 線 回 折 顕 微 鏡 法（CXDM: Coherent X-ray Diffraction

L  M ピクセルの解像度で表現するには，回折パター

Microscopy）による非結晶試料の構造解析が，XFEL

ンの各ピクセル位置について定められた連立方程式を

ならではの手法として注目されている．

解く．

CXDM は，結晶化が原理的に不可能またはきわめ

F (Sx , S y ) =

て困難な巨大分子・粒子やその集合体などの構造解析
に適用が期待されており，X 線の透過性により，電子

L-−1 M -−1

å∑å∑  (x , y )exp ëéê2i (S x / L + S
x =0 y =0

P

x

y

y / M ) ùú
û

顕微鏡の適用範囲を超えた厚い試料の内部構造を，光

しかし，回折パターン |F(Sx, Sy)| をピクセル数 L  M

学顕微鏡では到達不可能な分解能で可視化するポテン

で取得しても，その中心対称性（フリーデル則）によ

シャルをもつ．CXDM の原理的指針は 1950 年代に発

り，連立方程式は L  M/2 個しかなく，P(x, y) を求

表され，1999 年に実証実験が行われた ．以来，高空

めるには不足である．これに対し，回折パターンを

間コヒーレンス X 線ビームが供給可能な第三世代放

xL  yM(x, y  1) で細かくサンプルすることを考

射光施設において，ナノ材料や生体内粒子などの構造

える．中心対称性による情報欠落を補える x·y  2 で

研究に適用され始めており ，XFEL 利用実験の 1 つ

あれば（オーバーサンプリング（OS）条件）
，方程式

の柱とされている ．

を解くことができる．

5)

6)

7)


空間に孤立し電子密度分布 (r ) をもつ非結晶粒子

に伝播ベクトル k0 の X 線を照射すると，結晶の Bragg

OS 条件下で取得した回折パターンの構造振幅のみか

回折とは異なり，連続的に回折強度が変動するスペッ

ら， 投 影 電 子 密 度 分 布 を 回 復 す る こ と が で き る

クルパターンが観測される（図 2）．回折角 2 の散乱

 
ベ ク ト ル S S = 2sin   で の 回 折 強 度 I (S ) は，

(r ) の Fourier 変換である構造因子

（図 3）
．このアルゴリズムでは，実空間と逆空間を交

互に行き来しながら，計算された電子密度 g (r ) や構

造振幅 G (S )に拘束条件を付与し，回折波の位相，す

(

反復的位相回復アルゴリズム 8) を用いることで，

)

なわち，投影電子密度像の回復が行われる．OS 条件


 

F (S )= ò∫ (r )exp(2iS ×⋅ r ) d 3r

で 得 た 構 造 振 幅 を Fourier 変 換 す る と， 実 空 間 の
xL  yM 領域に電子密度が現れる．しかし，L  M 領

とその複素共役の積で表わされる．観測されるパター

域の電子密度（サポートとよばれる）外の電子密度は，

ンが，反射球と交差する逆空間強度分布に限られ，回

本来，ゼロとなるはずであり，これを実空間拘束条件

折波の位相を直接実験的に検出することが不可能であ

に用いている．
真空中に置かれた粒子の 3 次元密度分布を得る場合

る点は，結晶の X 線回折と変わらない．
以下では，簡単のため，X 線波長がきわめて短い

には，さまざまな方向から粒子に X 線を照射し，逆

か，回折角が小さな場合を考える．その場合，反射球

は平面に近似でき，構造因子は k0 方向に投影した電

空間での強度分布再構成を経て，3 次元の反復的位相
回復を行う．しかし，XFEL 光による試料破壊や放射
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図4
SPring-8 BL29XUL で試験実験中の
図3
反復的位相回復アルゴリズムの概念．

壽壱号 ．

数万 - 百万枚の回折パターンが必要と考えられるので，
試料粒子を照射野に導入して確実な X 線照射を可能

線損傷の問題と絡めて，今後議論してゆかねばならな

とする実験装置が必要である．われわれは，上述のよ

い．また，広い回折角を含む像回復理論については，

うな非結晶物質の構造解析を指向しながら，2006 年

反射球上の回折強度分布と 3 次元電子密度の関係につ

から実験形態の検討や装置の概念設計を行い，文部科

いて，物理数学面の検討が必要である．

学省 XFEL 利用推進課題において， 壽壱号 （図 4）
，

水環境を要求する生体粒子を生物学的に意義のある

御柱弐号

と命名した 2 台の低温回折装置を開発し

状態で観察するには，水またはガラス状氷に包埋する

てきた．これら装置では，電子顕微鏡の試料作製・操

必要がある．水包埋生体粒子に XFEL 光を入射する

作技術を採用しており，急速凍結試料粒子の低温

と，回折パターンには，粒子，水領域の構造因子に加

CXDM 実験やタンパク質微小結晶の低温回折実験を

え，それらの干渉項が寄与する．生体粒子を含む液滴

実施可能である．

にさまざまな向きから X 線を入射して回折パターン

いずれの装置も，凍結試料を冷却しながら X 線照

を得ても，位相回復には邪魔な干渉項を回折パターン

射する液化ガス溜め（ポット）を真空槽に内蔵してお

から推定することはきわめて困難であるとされてい

り，上部のクライオスタットから液体 He あるいは液

た．最近，この問題を回避し，液中試料粒子の 3 次元電

体窒素が供給される．壽壱号では，ポットに断熱材料

子密度分布を再構成する方法が提案され ，今後，溶液

接続した室温動作ゴニオメータで試料位置を制御する

中粒子の構造解析においてその適用が期待されている．

のに対し，御柱弐号では，試料を搭載するゴニオメー

9)

タに液体 He 温度動作型を採用している．真空槽全体

4. XFEL 用クライオ試料固定照射装置

は精密定盤上に搭載され，装置下流の検出器を用いて

XFEL の生命科学分野での利用研究として，結晶化

入射 X 線ビームに対する位置調整が可能である．ま

が絶望的または原理的に不可能な数百 nm- 数 m サイ

た，真空槽には，寄生散乱を除去する 2 枚のスリット

ズの生体非晶物体の立体構造を，nm 分解能で可視化

を組み込み，装置下流に X 線 CCD カメラを接続して，

する単粒子立体構造解析に大きな期待が寄せられてい

2 次元回折パターンを取得する．

る．たとえば，DNA は，2 nm の細さにもかかわらず，

試料粒子は，電子顕微鏡用メッシュに貼り付けた炭

その全長はヒトで 2 m にも達する．これが 5-7 m 程

素薄膜上に湿度制御環境下で展開し，液体エタンに

度の細胞核中にどのような形態で格納されているのか

よって急速凍結する．照射装置真空槽への凍結試料の

を高い分解能で直接可視化した例はない．このような

出し入れには，結露防止対策を施した専用手動キャリ

興味深い解析対象が XFEL イメージングで解明可能な

アーと直線導入器を用いる．試料を設置するポットは

空間領域に数多く残されている．

外部真空ポンプに接続して使用し，液体窒素を用いた

SACLA の XFEL 光出射周期が 60 Hz であることから，

場合で 66 K に，液体 He を用いた場合は 2 K 以下に保

1 秒間に 60 データしか得られない．3 次元像回復には

たれる．
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補的利用による構造研究の新たな展開が想定される．
また，放射線損傷の程度を正確に見積もることは，加
速器・ビームラインを含めた形で XFEL 光の空間コ
ヒーレンスを残しながら強度を低減させ，大きな生体
粒子の nm イメージングなど，究極の 3 次元トモグラ
フィー実験に向けた議論を可能とするであろう．
謝

辞

慶應義塾大学大学院の高山裕貴氏，児玉渉氏，大阪
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図5
ナノ粒子集団（各粒子サイズ 250 nm）からの X 線回折パターン
（左）と 60 nm 分解能位相回復像（右）．
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XFEL 実機での測定手順確立に向けた試験実験を実施
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スーパーコンピュータ京による計算生命科学への挑戦
姫野龍太郎

理化学研究所次世代計算科学プログラム

1. はじめに

科学者はいつの時代も科学的な計算のために高速な
計算機をほしがり，そのためのコンピュータを開発し
てきた．図 1 はその歴史を示している．電子的な計
算機は 1940 年代から開発が行われ，たゆまぬ努力の
おかげでおよそ 70 年の間に 1015 倍ほどの高速化が達
成されてきた．スーパーコンピュータという言葉自体
は 1960 年 代 の CDC，1970 年 代 の CRAY あ た り か ら
使われるようになった．スーパーコンピュータとは同
時代の一般的なコンピュータに比べ，抜きんでた性能
をもつコンピュータというのが一般的な定義である．
図 1 の中で機種名を下線付きのイタリックで書いた

図1
スーパーコンピュータの発達の歴史 1)．

ものは日本製のスーパーコンピュータを表しており，
日本も 1980 年代から相応の貢献をしてきたことがわ
かる．日本はこれまでに 5 回世界一に輝いている．今

続けられている最中であり，先に述べた京の世界最速

年 6 月の理化学研究所の京 1)（富士通製）の達成した

となった性能 8.162PetaFLOPs（1 秒間に 8162 兆回実数

世界一は，なでしこジャパンの世界制覇とともに日本

の計算ができる）は途中段階のもので，最終的な性能

を力付ける話題となった．現在，スーパーコンピュー

は 10PetaFLOPs（1 京回）を予定している．この性能

タの性能は LINPACK とよばれる連立 1 次方程式の解

は京のために新しく富士通が開発したプロセッサ

法での演算速度を元に，年 2 回ランキングが行われて

SPARC64VIIIfx 3)（8cores, 128GFLOPs）を 8 万個以上使

いる 2)（図 1 では赤い四角で示す）．

用して達成する計画である．このプロセッサは，サー

これまでのスーパーコンピュータの発展のようすを

バー用プロセッサに数値計算に必要な機構を強化して

みると，登場以来平均して 4.7 年に 10 倍という性能

開発したプロセッサで，他のプロセッサに比べエラー

向上を維持し続けている．このような継続した性能の

訂正機構と電力性能比で優れている．2009 年 5 月の開

向上が，あらゆる科学技術分野で革新をもたらしてい

発時点ではプロセッサあたりの計算性能で最速であっ

る．今回の京の開発では生命科学分野に大きな進展を

た．このプロセッサと通信コントローラを京では水冷

もたらすことが期待されており，京の開発プロジェク

することで，低電力と信頼性の向上を図っている．

トの中に，ナノサイエンスと共にグランドチャレンジ

プロセッサ間の通信ネットワークでは，富士通独自

として，ソフトウェア開発と京の初期段階での優先的

開発の 6 次元メッシュ / トーラスで Tofu とよばれる

利用が組み込まれている．

隣接通信主体のものを採用している（図 2 参照）4)．
この Tofu はいろいろな科学技術計算で使われる 3 次

2. 京の特徴

元の領域分割に適した構造で，ネットワークが 3 次元

現在京は完成に向けてシステム規模拡大とテストが

を超えているのは故障したノードを回避したり，複数

Grand Challenge in Computational Life Science on K Computer
Ryutaro HIMENO
Computational Science Research Program, RIKEN
※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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生 物 物 理 で コ ン ピ ュ ー タ の 話 を す る 場 合，D. E.
Shaw 研究所 5) の Anton 6) は避けて通れない話題だろう．
日本で開発されてきた専用計算機の MD-GRAPE と同
様，Anton はタンパク質などの分子動力学計算（MD
シミュレーション）専用に作られたコンピュータであ
る．Anton は京に比べ，より小数の原子数での計算で
も性能が発揮できるように設計されており，普通の規
模の計算では Anton の方が長時間（ミリ秒程度）の計
算が可能である．京では，ノード数が 8 万以上と非常
に多いので，各ノードの計算量が十分確保できるよう
な大規模な計算でないと性能が発揮できない．このた
め，細胞内を想定するなど原子数でより規模の大きな
計算や，レプリカ交換法など多数のパラメータを使っ
て同時に計算するような使い方が適している．
図2
京のノード構成と CPU．

3. 京における生命科学のグランドチャレンジ

次世代スーパーコンピュータの開発プロジェクトは
2006 年 4 月，2012 年度末までの 7 年間のプロジェク
トとして開始し，現在 6 年目を迎えている．このプロ
ジェクトはハードウェアとして京の開発のほかに，ナ
ノサイエンスとライフサイエンスの 2 つの分野でのグ
ランドチャレンジが含まれている．
生命科学の分野は非常に多岐にわたり，かつ，未知
なことばかりであり，シミュレーションや計算だけで
いったい何がわかるのか，と疑問を抱かれる方も多い
ことだろう．それでも，近年の分子生物学とミクロな
分野でのシミュレーションは大きな可能性を示してい
る．特に生体分子の大規模なシミュレーションや薬効
の定量的な予測などには，スーパーコンピュータの性
能向上は大きく貢献できるはずである．一方で，生命

図3
Tofu ネットワークでの 3D トーラス接続．

現象の個別要素を取り上げると膨大な数で，それぞれ
の互いの関係や全体として調和をどうやってとってい

の利用者が同時に使う場合の重畳性を確保するなどの

るか，といった全体としての理解にもスーパーコン

ために使われる．利用者からみると図 3 に示すよう

ピュータは不可欠である．以上のことから，生命科学

な 3D トーラスと見なすとわかりやすい．

全体の広い範囲を考え，図 4 に示すように，解析的

京用のプログラムを書く場合に注意しなければなら

なアプローチ（分子・細胞・臓器全身の 3 スケール）

ないのは，1 つのノードにある 8 つのコアの使い方で，

と実験データを元にしたアプローチ，スケール間連結

それぞれ独立のプログラムを動かすとコアあたり

アプローチに加え，High Performance Computing（以下

2 GB しかメモリが使えない．その上 MPI 通信用の

HPC）によって，生命現象をコンピュータ上に再現

バッファとしてシステムがメモリを使うので，大規模

することで，生命プログラムを理解し，予測可能なモ

な並列計算の場合，利用者が使えるメモリは極端に小

デルを構築することを目標としている．これにより，

さくなる．そこで，CPU 内のコア間の通信には MPI

ヘルスサイエンスや先端医療などに貢献してゆく．

を使わず，OpenMP あるいは，コンパイラによる自

この生命科学のグランドチャレンジは理化学研究所

動並列化を用いることが推奨されている．こうすると

を拠点として，東大や京大をはじめ，13 機関の協力

16 GB までメモリが使える上，通信相手の数が 8 分の

を得て，200 名ほどの研究者の協力の下に進めてい

1 になるので通信バッファも少なくなる．

7)
る ．内部では，分子・細胞・臓器全身のそれぞれの



目次に戻る
生

物

物

理

Vol.51 No.6（2011）

図5
開発しているソフトウェアの開発状況．

図4
生命科学のグランドチャレンジの概念図．

ほ乳類の網膜モデルとを開発，次世代スーパーコン
スケールでの研究開発を担当する 3 つのチームと，実

ピュータに適したプログラムとすることで，昆虫の嗅

験データから解析へのアプローチを担当するデータ解

覚系情報処理では実時間で，ほ乳類の視覚系情報処理

析融合チーム，脳神経系を対象としてスケール間連結

は 60 倍の時間で計算可能とする．

アルゴリズムを研究開発する脳神経系チーム，ペタス

6）HPC チーム

ケールの HPC 技術に対応する HPC チームの全部で

各チームで開発されているソフトウェアを京の上で

6 つのチームで研究開発を進めている．
3.1

可能な限り高速で動くよう，ライブラリーやミドル

各チームの概要

ウェアの開発を行うとともに，各チームの技術支援を
行う．また，可視化ソフトウェアの開発も担当する．

1）分子スケール研究開発チーム
量子化学計算（QM）
・分子動力学計算（MM）・粗

3.2

開発しているソフトウェア

視化モデル計算（CG）と，これらを組み合わせ，分

それぞれのチームで開発しているアプリケーショ

子スケール内のスケールを滑らかにつないで解析可能

ン・ソフトウェア 34 本の一覧を表 1 に示す．これら

とする技術を開発，多剤排出トランスポータと脂肪酸

の開発状況を到達した開発フェーズとして図 5 に示す．

代謝酵素反応の解析に応用する．

開発フェーズを最も単純に達成した並列数と京での

2）細胞スケール研究開発チーム

チューニングのようすで表している．256 並列までの

ペタフロップス級の計算力を活かして細胞を 100 万

フェーズ I，8192 並列までのフェーズ II，京でのチュー

のボクセルに区画，そこに包括的な実験データを組み

ニングを行っているフェーズ III であり，開発の最終

込み，肝細胞・肝小葉のシミュレーションの実現をめ

目標は実効性能で京の 10% 以上となる 1PetaFLOPs を

ざす．薬剤などの作用や副作用の予測を行うシミュ

超えることである．分子動力学ソフトウェアの cppmd

レーションの開発につなげる．

は 3 月末の時点で実行効率 37% ですでに 1.3PetaFLOPs

3）臓器全身スケール研究開発チーム

を達成している．その他のソフトウェアも順調に京の

ペタフロップス級の計算量を用いて，数時間で実行

チューニングを進めており，5 本のソフトウェアで京

可能な臓器全身シミュレーション（特に循環器系疾患

の 3840 ノードまで十分な速度向上を果たしている．

とがん治療）の構築をめざす．これにより，病態予測

4. 京とグランドチャレンジの今後

や治療予測などの医療支援ツールの開発につなげる．

現在，京は試験運用中であり，利用はライフとナノ

4）データ解析融合研究開発チーム
ペタフロップス級の計算によって，創薬ターゲット

のグランドチャレンジ，文部科学省で定められた戦略

探索や個人差を考慮した医療のための基盤情報技術の

5 分野の関係者に限られている．一般の利用に関して

構築をめざす．これにより，ヒト全遺伝子を対象とし

は応募や選考に関するルールを現在文部科学省で検討

た創薬ターゲット遺伝子探索の実現につなげる．特に

中 8) であるが，大学や研究機関からの利用にとどまら

肺がんとその薬に力をおく．

ず，積極的に産業界からの利用も推奨されている．利

5）脳神経系研究開発チーム

用開始は 2012 年 11 月からの予定である．
この生命科学のグランドチャレンジは 2012 年度末

神経細胞と局所回路のシミュレータ，および，脳の

まで続く．今後われわれは京での性能チューニングと

シミュレータとして昆虫の匂い情報処理回路モデル，
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表1
開発ソフトウェアの一覧．
整理
番号

分
子

細
胞

臓
器
全
身

アプリケーション名

整理
番号

略称

M-1

マルチコピー・マルチスケール分子シ
ミュレーション法開発の基盤となるクラ
スライブラリ

Platypus-MM/CG

M-2

レプリカ交換分子動力学計算インター
フェイス

Platypus-REIN

M-3

全原子分子動力学計算

MARBLE

M-4

粗視化モデル計算

CafeMol

M-5

密度汎関数法に基づくタンパク質全電
子波動関数計算

ProteinDF

M-6

ハイブリッド QM/MM 反応自由エネル
ギー計算

Platypus-QM/MM-FE

M-7

量子化学計算

Platypus-QM

M-8

量子化学計算／分子動力学計算

Platypus-QM/MM

M-9

粗視化モデル計算／分子動力学計算

Platypus-CGM/MM

C-1

細胞シミュレーションプラットフォーム

RICS

O-1

全身ボクセルシミュレーション（ボクセ
ル構造流体連成解析プログラム）

ZZ-EFSI

O-2

微小循環シミュレータ（埋め込み境界
法による微小循環プログラム）

ZZ-RBC

O-3

重粒子線治療シミュレーション

ZZ-DOSE

O-4

低侵襲治療シミュレーション（ボクセル
超音波伝播プログラム）

HIFU

O-5

肺呼吸・肺循環シミュレーション

ZZ-LUNG

O-6

マルチスケール・マルチフィジックス心
臓シミュレーション

UTHeart

デ
ー
タ
解
析
融
合

脳
神
経

基
盤

ともに，2012 年度実際に計算する問題の規模や計算
がら，実際に計算してゆく実行計画を練る．これに
よって，グランドチャレンジにふさわしい結果を出し

略称

D-1

ハプロタイプ関連解析における統計検
定を行うためのソフトウェア

ParaHaplo

D-2

次世代シークエンス解析プログラム

NGS analyzer

D-3

拡張 RAT 法による 2SNP 組合せの全ゲ
ノム関連解析ソフトウェア

ExRAT

D-4

大規模遺伝子制御ネットワーク推定プ
ログラム

SiGN-BN

D-5

再帰的正則化法による生体内分子の大
規模ネットワーク推定プログラム

SiGN-L1

D-6

状態空間モデルによる時系列データか
らの遺伝子ネットワーク推定プログラム

SiGN-SSM

D-7

データ解析融合プラットフォーム

SBiP

D-8

生命体データ同化プログラム

LiSDAS

D-9

網羅的タンパク質ドッキング解析プログ
ラム

MEGADOCK

B-1

Neural Simulation Tool

NEST

B-2

Cortical Microcircuit Developed on NEST

CMDN

B-3

全視覚系モデルによる視覚情報処理の
解析（視覚系シミュレーションのための
共有プラットフォーム）

VSM

B-4

神経細胞形態シミュレーションキット

NeuroMorphoKit

B-5

昆虫嗅覚系全脳シミュレータ

IOSSIM

H-1

大規模並列用 MD コアプログラム

cppmd

H-2

分散並列大規模データ可視化システム

LSV

H-3

アプリケーションミドルウェア

SPHERE

H-4

大規模仮想化合物ライブラリ

VLSVL

文

時間を見積もり，それぞれの問題の重要性を勘案しな

アプリケーション名

献

1)

http://www.nsc.riken.jp/index_j.html

2)

http://www.top500.org/

3)

http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jhpc/sparc64viiifx-extensions.
pdf

てゆくつもりである．ここで開発する表 1 のソフト

4)

http://jp.fujitsu.com/about/tech/k/

ウェアはすべて京で利用できるように整備してゆく

5)

http://www.deshawresearch.com/

6)

David E. Shaw, et al., “Anton, A Special-Purpose Machine for

が，可能なソフトウェアについてはソースコードも公

Molecular Dynamics Simulation”. Communications of the ACM

開し，産業利用も積極的に支援してゆく予定である．

(ACM) 51(7): 91–97. doi:10.1145/1364782.1364802. ISBN9781-59593-706-3.

このグランドチャレンジの活動などもあり，スー
パーコンピュータの利用分野として，生命科学分野の
重要性と将来性が広く認められるようになってきた．
これにより，文部科学省の次世代スーパーコンピュー

7)

http://www.csrp.riken.jp/

8)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/02/1290260.htm

9)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/attach/1282504.htm

タ戦略委員会で検討された京の計算資源を必要とし，
かつ，社会的・学術的に大きなブレークスルーが期待
できる分野「戦略分野」の 1 つとして生命科学分野が
選ばれた 9)．また，今年度からは京の次のスーパーコ
ンピュータの開発が議論されるようになり，スーパー
コンピュータ自体の開発も新たな展開が期待されてい

姫野龍太郎

る．今後の計算生命科学には明るい未来が待ってい
る．
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日本生物物理学会第49回年会報告
室

日本生物物理学会若手奨励賞
―第 7 回選考過程報告―

由良

敬

平成23年・24年度生物物理学会副会長 男女共同参画・若手問題検討委員長 / お茶の水女子大学生命情報学教育研究センター

先日開催されました第 49 回年会において，第 7 回

ただき，その講演を 10 名の第 2 次審査員が審査をし

の若手奨励賞受賞者が決定しました．ここでは，審査

ました．第 2 次審査委員のうち 3 名の方は，第 1 次審

の過程と結果について簡単に報告します．本年の年会

査も行ってもらった方にしました．審査の継続性と別

は，昨年同様 9 月に開催されましたので，若手奨励賞

の角度から審査することの 2 点をバランスよく取り入

募集の日程もほぼ昨年と同じでした．震災などの影響

れることを考えた結果です．第 2 次審査もこれまでに

で，応募者数が減少するのではないかと危惧しており

ならい，各審査員の持ち点の合計は 5 点，1 演題に対

ましたが，幸いにして前年とほぼ同数の 52 件の応募

して最高 2 点までつけることができることとしまし

がありました．分野の内訳は，1. タンパク質の構造と

た．今年度の若手奨励賞招待講演シンポジウムは，年

機能（12 名）
，2. タンパク質の物性（6 名），3. 核酸（2

会第 1 日目の朝からのセッションであり，かつ並行し

名）
，4. 細胞生物学的課題（4 名），5. 光生物（4 名）
，

て 12 のシンポジウムが行われることになっていまし

6. 筋肉（2 名）
，7. 分子モーター（6 名），8. 生体膜・

たので，聞きに来てくれる方が少ないのではないかと

人工膜（1 名）
，9. 生命情報科学（3 名），10. イメージ

心配しておりましたが，若手招待講演の会場には，多

ンク・計測（4 名），11. 脳・神経（3 名），12. その他（5

くの聴衆の方にご参集いただきました．

名）でした．

若手招待講演者に選ばれるためにも，上記のように

審査は 2 段階に分けて行いました．第 1 次審査で

高い難関を突破しなければなりません．若手招待講演

は，提出していただいた書類による選考を行いまし

者に選ばれることそのものが業績の 1 つと考えてもよ

た．一昨年から，第 1 次審査を 10 名にし，1 人の応

いと思います．そのような思いから，若手招待講演者

募者を 5 名の審査員で評価することで，より公平な審

に選ばれた方には，講演シンポジウムの最後に学会長

査となるようにしています．10 点満点で点をつける

名で招待講演証を贈りました．

と共に，5 名から 7 名程度の招待講演者としてふさわ

今回の若手招待講演では，10 名の講演はいずれも

しいと思える応募者を，各審査員からあげていただき

その名にふさわしく，10 分という短い時間に要領よ

ました．審査員全員の結果をまとめ，まず第 1 次審査

く話しがまとめられ，きちんと自分の研究が英語に

通過者 7 名を決定しました．10 名の通過者をいきな

よってアピールされていました．また，質疑応答も活

り決めないのは，研究分野に極端な偏りがあった場合

発に行われました．発表後に行われた審査員の意見交

にそれを是正する機会を残すためです．今年は，第 1

換会では，各審査委員の得点に基づいて，さまざまな

次審査の第 1 回目通過者 7 名の研究分野に大きな偏り

視点からの議論が長時間にわたり行われ，やっとの思

はありませんでした．そこで，次に高評価を得ていた

いで 5 名の奨励賞受賞者を決定しました．今回の審査

5 名について，第 1 次審査員全員で再評価し，若手奨

会は，今までの若手奨励賞委員会と比較しても，かな

励賞候補者としてふさわしい応募者をそれぞれの審査

りの長時間にわたり議論を戦わせた審査会となったの

員に 3 名ずつ選んでいただきました．集計し，得票の

ではないかと想像します．それだけ講演のレベルが高

多い順に最終的に残り 3 名の通過者を決定しました．

かったわけです．

以上のような過程をへて選ばれた 10 名の若手招待

若手奨励賞の発表と授与式は，例年通り年会第 2 日

講演者に，9 月 16 日の年会 1 日目午前に講演してい

目の懇親会で行われました．今回も 1 名ずつ名前がよ

Early Research in Biophysics Award—Report on the Seventh Award Nomination Process—
Kei YURA
Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University; Center for Informational Biology, Ochanomizu University
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* 久原

篤（甲南大学理工学部）

「感覚行動をつかさどる神経回路の情報処理の暗号」
塚本寿夫 (Oregon Health and Science University)
「G タンパク質共役受容体オプシンとその構成的活
性変異体の構造ダイナミクス」
* 鳥谷部祥一（中央大学理工学部物理学科）
「分子モーターの 1 分子非平衡熱力学」
西増弘志（東京大学大学院理学系研究科）
「古細菌の糖新生酵素フルクトース-1, 6-ビスリン
酸アルドラーゼ / ホスファターゼは 1 つの活性部
位で 2 つの化学反応を触媒する」
図1
懇親会における授賞式後の記念撮影．

* 藤井高志（大阪大学大学院生命機能研究科）
「低温電子顕微鏡によるアクチン繊維―ミオシン II
頭部複合体の高分解能構造解析」

ばれるたびに，大きな拍手喝采と祝福の声が繰り返さ

水野裕昭（東北大学大学院生命科学研究科）

れました．胴上げも見受けられました．若手奨励賞を

「プロセッシブにアクチン重合している間の mDia1

受賞された方々には，賞状と盾が学会長より贈られま

の螺旋回転」

した（図 1）
．今回惜しくも選ばれなかった方も，次

* 村越秀治（自然科学研究機構生理学研究所）

回はあなたの番かもしれません．ぜひまた応募してほ

「Rho GTPase 活性化の単一シナプスレベル可視化

しいと思います．次回も今年の受賞者をも凌ぐすばら

解析」

しい候補者が出てくれることを期待しています．

渡邉力也（東京大学工学部）

今年の若手奨励賞では，女性若手研究者の応募が少

「化学エネルギーを可逆的かつ効率的に機械的な仕

なかったのが残念でした．応募総数の中で女性は 4 名

事へと変換する F1-ATPase の作動原理を 1 分子操

であり，第 1 次審査を通過した女性若手研究者はいま

作技術で解明する」

せんでした．女性若手研究者も，遠慮することなくぜ
ひとも大勢の方に応募してほしいと思います．また，

第 1 次審査員 10 名

がんばっている女性若手研究者が近くにいたら，ぜひ

石森浩一郎，上久保裕生，北原亮，皿井明倫，

とも応募の後押しをしてあげてください．「応募して

鈴木宏明，須藤雄気，野地博行，原田慶恵，

みたらどう？」の一言が，女性若手研究者の大きな自

村上緑，山下敦子（とりまとめ

由良敬）

信につながっていきます．
最後に，お忙しい中審査をしていただいた審査員の

第 2 次審査員 10 名

方々と，今回応募してくださった 52 名の若手会員のみ

安田賢二，石森浩一郎，桑島邦博，七田芳則，

なさんに感謝するとともに，招待講演者に選ばれた方，

徳永万喜洋，野地博行，船津高志，光岡薫，

若手奨励賞を受賞された方々に心からのお祝いを贈り

村上緑，由良敬

ます．今後みなさんが，生物物理学と日本生物物理学
会の発展に貢献してくださることを期待しております．

日本生物物理学会若手賞のホームページ
http://www.biophys.jp/ann/ann01.html

招待講演者および若手奨励賞受賞者（* 印）

梅名泰史（大阪大学蛋白質研究所）

由良 敬（ゆら けい）
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授・生命情報
学教育研究センター長
〒 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/yuralab/

「光化学系 II 複合体の原子レベル分解能での結晶
構造解析」
* 小口祐伴（理化学研究所）
「微小管脱重合キネシン MCAK は力を発生する」

談
話
室
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支 部 だより
〜 AOCP2011 〜

山崎洋一
奈良先端科学技術大学院大学

能楽堂を利用した発表のようす

はじめに
関西支部の支部だよりとして，今回は，去る 7 月

4: Structure and dynamics of photosynthetic protein com-

30 日から 8 月 1 日に奈良で行われました，第 5 回ア

plexes

ジア・オセアニア光生物学会議（AOCP）の模様を報

5: Diversity: novel pigments and functional role in photo-

告させてもらいます．本学会に所属されています，光

synthesis

生物関連の会員の方々を中心に，多くの会員の参加さ

6: Crosstalk of light and hormone signals in plants

れた会議になりました．会議は，奈良県新公会堂とい

7: Evolution and diversity of opsin related pigments

う，東大寺に近接した会場で行われ，関西の古都らし

8: Plant photoreceptors and their functions (I)

い日本情緒のあるなかで，アジアオセアニアのみなら

9: Light-signal transduction in vertebrate and invertebrate

ず，ヨーロッパ，アメリカからの参加者も含め 200 名

photoreceptors

ほどの方々が参加して催されました．

10: Photic effects on biological rhythms in animals
11: Biosensors and imaging

アジア・オセアニア光生物学会議

12: Plant photoreceptors and their functions (II)

アジア・オセアニア光生物学会議は，2002 年第 1

13: Plant responses to UV

回大会が日本光生物学協会を幹事として淡路島で始ま

14: Photolyase/cryptochrome family

りました．その後，韓国（2004 年），中国（2006 年）
，

○ Poster Presentation

インド（2008 年）と開催され，第 5 回を迎えました．
光生物学に関連した多くの研究者が参加して，活発な

会議は，3 件の特別講演の他に，14 件のオーラルセッ

議論が行われる国際会議です．その内容は，光合成

ションに 81 件の講演，ポスターセッションに 77 件の

や，視覚，生体リズム，UV 損傷などのテーマの他

発表で行われ，朝 8 時半から晩 7 時前後まで行われま

に，イメージング手法や，ナノプローブの開発のよう

した．会場の 1 つは，能楽堂にスクリーンを設置した

なものまで多岐にわたります．以下に，会議プログラ

形で行われました．さまざまな場所での講演に慣れて

ムのタイトルを記しますが，さまざまな関連分野の発

いらっしゃる先生方も，このような趣向での発表は面

表が行われていることが伺えると思います．

白いものだったと思います．以下にいくつかの講演に
ついて，紹介させてもらいます．初日には，J. Cadet

○ PLENARY LECTURE（3 件）

先生（CEA/Grenobl，仏）による DNA の光損傷に関

○ Oral Presentation (14 sessions)

する特別講演を皮切りに，6 セッションが行われまし

1: Photochemistry and photobiology

た．光合成タンパク質複合体に関するセッションで

2: The effect of ultraviolet on human health

は，沈建仁先生（岡山大）による，Mn4CaO5-クラス

3: Chemical approaches to photobiology

ターの高分解能構造の発表をもとにした水分解反応
の議論などが行われました．紫外線の生体への効果に
関するセッションでは，D. L. Mitchell 先生（テキサス

E-mail: yamazaki@ms.naist.jp
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用いた，桿体視細胞と錐体視細胞の応答の違いを，生
化学的に詳細に解析した講演がなされました．紫外光
に対する植物の応答に関するセッションでは，日出間
純先生（東北大）が，稲の紫外線感受性の違いと光修
復酵素に関する発表をされました．バイオイメージン
グに関するセッションでは，J. Choo 先生（Hanyang
Univ.，韓）による表面増強共鳴ラマン法を用いたナ
ノパーティクルによる癌イメージングの発表などが行
われました．上記以外にも多くの方々の，光生物学に
関する発表が 3 日間行われました．また閉会式におい
ては，ポスター賞の発表もあり，永田崇博士（大阪市
大）をはじめ 4 名の若手の方々が受賞されました．
会議参加者による集合写真

古都の魅力
2 日目のポスターセッションの後には，エクスカー
大，米）が，紫外線によるメラノーマの発生に関し

ションと懇親会が催されました．奈良の観光スポット

て，Xiphohorus 属をモデルにした研究を発表され，性

の中心地での開催ということから，平城宮跡，唐招提

によるメラノーマの発生差を議論されました．また，

寺，薬師寺など修学旅行以来に訪れるような歴史ある

光生物学に対する化学的アプローチに関するセッショ

寺社をめぐるだけでなく，会場近辺の東大寺，春日大

ンでは，湯浅順平先生（奈良先端大）による，円発光

社や奈良公園などを散策される方々もおりました．さ

偏光を用いた，タンパク質局所構造のプローブの開発

らに，懇親会は奈良国立博物館内のレストランで行わ

や，適用例などが紹介されました．2 日目も和田正三

れ，それに先立って，館内を 1 時間貸し切り，見学す

先生（九州大）による葉緑体移動に関する特別講演で

るという，素晴らしい催しでした．関西には，京都，

始まり，2 つのセッションとポスターセッションが開

奈良をはじめとした，歴史を感じさせてくれる場所が

催されました．オプシン関連タンパク質のセッション

多く存在し，国外からの参加者のみならず，普段なか

では，七田芳則先生（京都大）による，紫外光に感受性

なか訪れる機会のないわれわれにも，改めて新鮮な気

のあるニワトリ Opn5 に関する発表などがなされまし

持ちを起こさせてくるものだと思いました．奈良に在

た．ポスターセッションでは，学生の方たちの発表も

住している著者などは，これだけ近くにいるにもかか

多くなされ，活発な議論が展開されていました．最終

わらず（むしろ近くに住んでいるがゆえに）このよう

日 に は，T. D. Lamb 先 生（The Australian National Uni-

な，場所でときを過ごすことも実に久しぶりでした．

versity）による特別講演では，桿体視細胞と錐体視細

最後になりましたが，大会会長を務められました真

胞の応答の違いを素反応の効率から解析された話をさ

島哲朗先生（大阪大）
，大会運営にご尽力されました

れました．その後，晩の 8 時近くまで 6 つのセッショ

藤堂剛先生（大阪大）をはじめ組織委員の先生方にお

ンが執り行われました．光情報伝達に関するセッショ

礼を申しあげまして，この報告を終わりにさせていた

ンでは，河村悟先生（大阪大）による，コイ視細胞を

だきます．
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若 手 の 声
〜夏の学校 2011

開催報告〜

山本暁久

メインシンポジウムの 3 先生方と集合写真

生物物理若手の会第 51 回夏の学校 校長
京都大学大学院理学研究科吉川・市川研究室 博士 1 年

はじめに
生物物理若手の会は毎年，合宿形式の研究会「生物
物理若手の会夏の学校」を主催しています．51 回目
と な る 今 年 は 京 都 支 部 が 中 心 と な り，2011 年 8 月
25-28 日の 4 日間，関西セミナーハウス（京都市左京
区）において，以下のプログラムで開催しました．
講演中の会場のようす

プログラム
◆オープニングセッション
『時間の生命科学』
上田泰己先生（理化学研究所）

夏の学校を振り返って：講演
今回の夏の学校（以下，夏学）では，メインシンポジ

◆メインシンポジウム
生物における運動とエネルギーの物理―実験と理論の調和―
『キネシン型分子モーターの運動機構』
岡田康志先生（東京大学）
『細胞建築学：細胞内空間の隠れた秩序の理解をめざして』
木村暁先生（国立遺伝学研究所）
『いきいきした状態の物理学を目指して』
澤井哲先生（東京大学）

ウムに「生物における運動とエネルギーの物理―実
験と理論の調和―」というテーマを設けました．そ
のめざすところはこれまでにもこの誌面をお借りして
お伝えしてきましたが（51 巻 2 号「若手の声」
）
，生
物がエネルギーをどのように作り出し，それを利用し
て運動を生じるか，という観点から生命現象を俯瞰で

◆分科会
『オプシンをモデルとした生物物理的実験進化学：機能解析から
多様性解析へ』
七田芳則先生（京都大学）
『1 分子イメージング顕微鏡の開発開始から 20 年』
原田慶恵先生（京都大学）
『全原子計算による蛋白質の自由エネルギー地形の算出
―50 残基超の蛋白質や天然変性蛋白質を例に―』
肥後順一先生（大阪大学）
『生体分子の溶液物性の熱力学―部分モル体積は何を語るか―』
山中美智男先生（九州大学）
『遺伝子の機能推定』
木下賢吾先生（東北大学）
『Turing Pattern とそれを実現する分子細胞メカニズム』
近藤滋先生（大阪大学）

きる場をもちたいと考えました．3 先生方からは，

◆クロージングセッション
『研究者のキャリアパスを考える』
関さと子先生（（株）テンプスタッフ）

るということもしばしばありました．

1 分子，細胞内器官，細胞，細胞集団といった，生命
のさまざまなサイズスケールで見られる運動とエネル
ギー現象について，生物と物理を自然につないだ形で
ご講演いただきました．
一方 27 日の分科会では，さまざまな分野からの参
加者が自分の研究とかかわる分野はもちろん，普段触
れる機会の少ない分野の話も聴講できるように，大き
なテーマを設けず各分野から先生をおよびしました．
どの講演でも途中で参加者から質問があがり，白熱し
た議論を交えながらの講義となり，時間が足りなくな
25 日のオープニングセッションでは上田泰己先生
（理化学研究所）をおよびし，体内時計のメカニズム
に関するこれまでの研究について，広い間口から入り

E-mail: yamamoto@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp
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専門性の高い話まで，分野外の学生にもわかりやすく

流できたのではないでしょうか．今回の夏学で生まれ

ご講演いただきました．28 日のクロージングセッ

た人脈と研究交流が今後も広がっていくことを，われ

ションでは関さと子先生（（株）テンプスタッフ）を

われスタッフ一同願っております．

およびし，研究者のキャリアパスに関して，および，
自分自身の進路をどのように設計していくかについて

若手の会全体会議

お話を伺いました．大学院生にとっては研究と並んで

夏の学校 2 日目に若手の会全体会議を行いました．

興味ある話題であり，評判もよかったようです．

議題および報告内容を下記にまとめます．
1）夏の学校会計報告（山本暁久，寺川剛）

夏の学校を振り返って：交流

昨年度に引き続き広告収入の減収がネック．今年度

25 日夜には参加者を 6 人程度の小さなグループに

は東日本大震災の被災地からの参加者に対する補助な

分け，自分の研究について 5 分程度で紹介し，それに

どもあり，約 10 万円の赤字．

他の参加者が質問するというグループ討論を行いまし

2）支部活動報告（北海道／柴崎宏介，関東／大上雅

た．学生同士なので初歩的なことについても質問しや

史，中部／片山耕大，京都／山本暁久，大阪／高見道人）

すい雰囲気で，時間を大幅に超えて議論しているグ

各支部で積極的に支部セミナーを開催していること

ループもありました．実際に参加者の方から，グルー

を確認．北海道では生化学若手との合同セミナー，関

プ討論の時間が足りなかったという意見を多くいただ

東・中部では学振情報交換会といった取り組みも．た

きました．また，参加者自身の研究発表と議論の場も

だし昨年同様，各支部の運営側の人数が増えない点は

多くもつことでおのおのの研究を進展させ，さらに参

あまり改善されず．

加者同士の交流のきっかけとなることを狙い，25 日

3）次期夏の学校開催地と校長選出（都築峰幸）

夜，26 日夜にはポスターセッションを，27 日夕方に

開催地，実行委員長共に年会で選出．

は若手口頭セッションを行いました．これらの企画と
夜の交流会を通じて，これまでなかなか知り合う機会

夏学の今後の展望

のなかったさまざまな背景をもつ若手研究者同士が交

本記事の執筆中に年会が終了し，来年度の夏学開催
地が北海道（校長・柴崎宏介／北大 D1）に決まりま
した．夏学をはじめとした若手の会の活動情報は，生
物物理若手の会 HP（http://www.bpwakate.net/）や ML，
ツイッターアカウント（bpwakate）などでご案内して
います．ぜひ気軽にご参加いただきたいと思います．
若手の会と夏学は，生物物理という狭いようで広い
分野の中にどのような研究があるのかを知り，同じ年
代の若手と知り合いになるためのよい機会であると思
います．今年は，学部生 9 名，修士 35 名，博士 29 名，
その他 3 名の計 76 名の方にご参加いただきました．
来年度以降もより多くの若手研究者が参加し，活気あ
る夏学が開催されることを期待しています．
謝辞

ポスターセッションのようす

本研究会の開催にあたり，日本生物物理学会，同北
海道支部，京都大学基礎物理学研究所よりご支援をい
ただきました．また，お忙しい中ご講演いただいた講
師の先生方，援助をいただきました多くの企業の皆さ
まに，この場を借りて厚くお礼申しあげます．ご参加
いただいた皆さん，運営を手伝ってくれたスタッフの

夜遅くまで続く交流会
研究テーマ・年代を超えて新しいつながりが生まれます

皆さん，ありがとうございました．
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外の研究室で，最初から教え，教わる立場で溶け込め
たことは私にとって幸せでしたし，もし若いときに来
たならば，このようにはできなかったと思います．

海 外 だより
〜ベルギー

応募
ヨハンは私と同い年で，私がラボに来た当初からポ

ルーベンカトリック大学〜

ストを探し始めることに理解を示してくれました．応
募の手順は日本からの応募とかわりません．地道に募

水野秀昭

集広告をチェックし，必要書類を整え，送ることの繰

Department of Chemistry, Katholieke Universiteit Leuven

り返しです．大学によって面接の方法は違っていま
す．書類選考をパスした数人がシンポジウムのスピー
カーとして一同に招待されるものや，他の選考者は知
らされず，審査員だけが集まる前で口演するものな
ど，さまざまです．話す内容は，研究に関してだけの

はじめに
私は博士研究員として 2 年前にベルギーのルーベン

こともあれば，模擬授業や教育・研究に対する考え方

カトリック大学（KUL）に移りましたが，光栄にも

などを求められることもあります．欧州では，公正を

2011 年 10 月より KUL にて associate professor として教

期するため，他大学から招待された審査員が加わるこ

育・研究に携わる機会を得ることとなりました．本稿

とも多いようです．日本でも同じことかもしれません

では研究室での日常や職探しを通じて私が感じたこと

が，最も優れた研究者ではなく，同僚としてふさわし

を紹介します．

い人を求めているということを実感しました．当然一
定レベルの研究および教育の能力は望まれますが，た
とえば学部・大学にどのように貢献できるか，また大

渡欧
博士号を取得した後の十数年，私は理研（おもに脳

学という組織の中でうまく働けるかどうかなどが大き

センター）にて研究員として勤務していました．理研

く考慮されます．学内の共同研究の可能性や，どのよ

の研究施設はすばらしく，また海外からの研究員をた

うな科目の授業が可能かなどの点も問われました．ま

くさん受け入れた国際的な研究機関です．このような

た教育・研究のみでなく，たとえばドイツのある大学

環境で長期間研究を続けられたことは幸せでした．し

では「ドイツで生活できますか？ご家族はどうです

かし脳センターの研究員は任期制であり，ほとんどの

か？」
，フランスのある研究所では「フランス語は話

人がいずれ独立したポストを得ることをめざします．

せますか？」などの質問を受けました．いずれも国籍

私も国内・海外のポストに多数応募しましたが，ポス

を問わない募集でしたが，わずかな海外経験しかない

トを得る難しさに直面しました．海外に行くことが直

日本人の私には難しい問題で，実際これらの職は得ら

接ポストを得ることにつながる訳ではありません．し

れませんでした．

かしこのままの研究生活を続けても，ポストを得るこ

このような状況の中，KUL の同じ学科で教授の募

とはほぼ不可能なことを悟りました．運良く共同研究

集があったことは私にとって幸運でした．すでに

者であったルーベンカトリック大学のヨハン・ホフケ

KUL にて仕事をしており，学生の指導にもかかわっ

ンス教授が博士研究員としての受け入れを快諾してく

ている点も評価してもらえたようです．
「いずれはオ

ださり，ベルギーへ渡ることを決意しました．

ランダ語でも授業していただくことになりますが，オ

私は理研にて蛍光タンパク質の開発と生物学的応用

ランダ語の習得にはどれくらいの期間が必要です

に携わっていました．ヨハンの研究室は蛍光の 1 分子

か？」という質問を受けましたが，幸い最初の数年は

計測や高時間分解能計測を得意とする光化学の研究室

英語の講義だけでよいということで採用していただく

ですが，以前より生物学に応用したいと考えており，

ことができました．

私の研究室への参加は，ヨハンにも他のメンバーにも
ルーベンカトリック大学

歓迎してもらえました．40 歳を過ぎてから日本の職

ルーベンはブリュッセルから約 30 km 東の大学の街

を辞して海外へ来るのは不安でしたが，はじめての海

です．ベルギーは北のオランダ語圏と南のフランス語
圏にほぼ二分されており，南東の一部にドイツ語圏が

E-mail: hideaki.mizuno@chem.kuleuven.be
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海 外 だ よ り

あります．ルーベンカトリック大学は 1425 年に創設
された現存する最古のキリスト教系の大学ですが，教
育における言語の対立から，今日では 2 つの大学に分
離しています．私が所属するのは，オランダ語表記の
Katholieke Universiteit Leuven（KUL）で，オランダ語圏
で あ る ル ー ベ ン に あ り ま す． フ ラ ン ス 語 表 記 の
Université Catholique de Louvain（UCL）はフランス語圏
にルーヴァン・ラ・ヌーヴ（新しいルーベンの意）と
いう街を作り，1968 年に移りました．KUL では，基

新研究室のメンバーとともに．撮影 Dr. Arnout Voet

本的に学部はオランダ語での授業ですので大半がベル
ギーの学生ですが，大学院は英語での授業となり，約
半数の学生がヨーロッパ各地やアジアなどから集まり

ますが，オランダ語を話す人口が世界的に見て少ない

ます．ベルギーでは，医・歯学部を除き，大学入試は

ため，本や映画，テレビ番組などで世界中の文化を広

ありませんので，毎年大量の 1 年生がやってきます．

く楽しむため，自然に身につけていくようです．

2 年生に進学できるのは半数程度，残りの多くは就職

研究室ではオランダ語と英語，ときにはフランス語

し，一部は他の学部に移り再び 1 年生から始めます．

や中国語，ロシア語，ポーランド語，スペイン語，日

私の所属する学科では，学部の最終学年である 3 年生

本語（！）などが入り乱れて飛び交っています．複数

が 1 ヵ月ほど研究室に来ますが，本格的に研究室に所

の言語を話すことが特別とは捉えられておらず，必要

属するのは修士 2 年生からです．1 年間で修士論文を

に応じて瞬時に言語を切り替えながら会話を続けてい

仕上げ，博士課程進学をめざす学生は，政府などから

きます．英語だけでも四苦八苦している日本人の私に

の学生グラント応募の準備をします．学生グラントか

とっては新鮮です．イギリス人の同僚は，ほとんどの

大学からのグラントを取得するか，ラボヘッドがもつ

人の英語が正確ではないと評しています．確かによく

グラントから給料をもらわないと，基本的には博士課

聞いてみると，それぞれの訛りで発音し，文法的に間

程に所属できません．予算の少ない研究室の場合，学

違ったり，簡単な単語が出てこなかったりします．も

生がグラントを逃しても給料を払えないので，学生，

ちろん完璧な英語が理想的ですが，少々の間違いが

スタッフとも必死です．無事グラントがとれると 4 年

あってもお互いの意思を伝え合うたくましさが，外国

間の博士課程で博士号取得をめざし，はれて博士論文

語同士での会話には必要であることを実感します．

が完成すると，2 段階の審査が待っています．最初は
審査員のみで非公開，2 回目はいわばセレモニーで，

おわりに

家族や友人，研究室のメンバーをよび公開審査，その

私は大学院時代の恩師の奨めもあり，30 代前半か

後盛大なパーティーを行います．博士号をとっても，

ら留学の機会を探していましたが，結局 30 代での留

かなりの人が企業などへ就職し，必ずしもアカデミッ

学はかないませんでした．今でも若くして留学の機会

クなポストに残るわけではありません．いろいろな段

を得る人を羨ましく思います．私のような年齢で仕事

階でアカデミックなポストから外れても，就職が比較

を辞め海外へ移るのは冒険ですし，家族の理解と協力

的容易である点は，日本の現状とは異なるようです．

なしには不可能です．また歳とともに海外の気候や環
境，文化への適応も難しくなります．私が海外でポス

外国語

トを得られたのはさまざまな幸運が重なった結果です

ベルギーはドイツ，フランス，オランダ，イギリス

ので，本稿でこのような方法を勧めるわけではありま

に囲まれ，地理的には西ヨーロッパの中心に位置しま

せん．しかし近年の日本は博士研究員の数に比する独

す．オランダ語圏に住む多くのベルギー人は語学が堪

立ポストの数が少なく，ポストを得るのがますます難

能で，オランダ語以外にフランス語と英語を流暢に話

しくなっています．このような状況において，経験を

します．大学内は当然ですが，街のいたるところで不

積んだ研究者が海外にポストを求めるのも 1 つの選択

自由なく英語が通じます．これは教育の成果でもあり

肢ではないかと私は考えております．
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用
語
解
説

薬物動態学
Pharmacokinetics
生体に投与した薬物の吸収（薬物が投与されてか
ら血液中への移行），代謝（体内の酵素などでの分
解），分布（血中の薬物の組織への移行），排泄（尿
便，毛髪などによる体外への排出）とその解析方
法を研究する学問．（255 ページ）
（福西）
薬力学
Pharmacodynamics
薬物の生体（人体，実験動物）ないし黴菌などに
対する作用の機構，薬物の濃度と作用（生体機能
の抑制，促進，刺激，細胞の破壊など）の関係を
研究する学問で，薬物の投与量を決めるのに重要
となる．（255 ページ）
（福西）
フォトクロミック
Photochromic
光の作用により，単一の化学種が分子量を変える
ことなく色の異なる 2 つの異性体を可逆的に生成
する現象をフォトクロミズムという．その現象を
示す分子がフォトクロミック分子である．
（265 ページ）
（吉田）
transportable microtubule（tMT）
筆者らは，神経特異的クラス III-チューブリンの
重合フラグメントが微小管上を輸送されているこ
と を 報 告 し 7)， レ ー ル と な る 微 小 管 と 区 別 し て
transportable microtubule（tMT）と名付けた．
（268 ページ）
（山田）
ハプロ不全
Haploinsufficiency
通常は，姉妹染色体の片方に変異が起こっても，
もう一方の染色体が相補的に働くが，作られるタ
ンパク量が不足するために片方の染色体ではまか
ないきれずに表現し優性的に遺伝する現象．
（269 ページ）
（山田）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

O-ホスホセリル-tRNA
O-phosphoseryl-tRNA
一般に，tRNA は，その 3 末端のアデニン残基の
リボースにアミノ酸をエステル結合で結合して運
搬する．ホスホセリル-tRNA はリン酸化セリンを
結合した状態の tRNA．（272 ページ） （関根ら）
タイチン I27 ドメイン
Titin I27 domain
ヒ ト タ イ チ ン の 27 番 目 の Ig ド メ イ ン（PDB ID:
1TIT）．その構造や，さまざまな変異体の力学的安
定性や熱力学的安定性が詳しく調べられている．
N 末端と C 末端がお互い構造ドメインに対し正反
対に位置し，44 Å ほど隔てられている．
（276 ページ）
（伊野部）
アンジュレータ
Undulator
対向する S と N 極の磁石列を複数交互に配列し，
放射光蓄積リングに設置される放射光発生装置．
アンジュレータに入射された電子ビームは，その
磁場によって蛇行軌道を取り，その進行方向に高
輝度な擬似単色光を発する．
（278 ページ）
（中迫ら）
MPI
Message Passing Interface
並列計算を行う際に，並列実行する複数のプロ
セッサ間の通信を行うためのライブラリ．PC クラ
スタなど，他のプロセッサのメモリを直接読むこ
とができない場合に，プロセッサ間で互いに必要
となるデータの送受を行うために開発され，規格
化された．（283 ページ）
（姫野）
OpenMP
Open Multi-Processing
同じメモリを共有する並列計算機で並列計算を行
う た め の 仕 組 み． 使 う に は プ ロ グ ラ ム 中 に
OpenMP の機能を指定する指示行（ディレクティ
ブ）を挿入して行う．（283 ページ）
（姫野）

