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震災から 1 年あまり，仙台市内は何事もなかったように日常を
取り戻しています．学内も被害が激しい建物もありましたが，わ
れわれの研究室はなんとか元通りになりました．しかし，仙台空
港を利用していただければわかるように，沿岸部はまったくの手
つかずであり，元通りの状態になるのにはまだまだ時間がかかる
ものと思われます．また，震災，原発の影響などにより，なにか
われわれの心は震災前とは違ったように思えます．授業を行って
いても，一昨年とは明らかに学生のようすが変わり，いますべき
ことの自覚が芽生えたようです．
震災後，原発の事故以来，頻繁に使われた言葉に， 想定外
という言葉がありました．想定外とは文字通り，想像もしていな
かったこと，であり，結果的に引き起こされた事象です．これが
あまりにも安易に使われたために，かなりの反発を浴び，最近で
はほとんど使われなくなりました．結局，この想定外は，当事者
の想像力不足，であり，思考がある程度の状況で止まっていたこ

想 定 外
巻／頭／言

とと思います．
さて，この想定外，研究者にとって無縁のことでしょうか？
実験データを見て，想像（予定？）されたこととは違った事象に
出くわした際，それを単に実験ミス，データのばらつきととらえ
るのか，それともそこに未知なる事象があることを想像（夢想）
できるのか，そこに大きな差が生まれてくるのではと感じます．
昨今の成果主義，学生は学士，修士，博士をとるために限られた
時間での結果が求められ，われわれは，業績のため論文数を増や
すために，あらかじめ想定できる範囲での研究に流れてはいない
でしょうか？

自戒の意味も込めて，問いかけたいと思います．

もちろん，しっかりとした仮説を立て，それを実証するための実
験，結果に対する考察，という王道も必要でしょうが，たまに
は，訳のわからない妄想実験も取り入れていけるだけの余裕がほ
しいところです．もちろん……妄想実験ばかりしていては，おま
んまの食い上げですので，まじめな実験を 8，妄想実験を 2 ぐら
いするのが理想でしょうか……

石島秋彦，Akihiko ISHIJIMA
東北大学多元物質科学研究所，教授
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解説

電子スピン共鳴で探るモータータンパク質の
ダイナミクス
荒田敏昭

大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻

A motor protein moves on a large scale at molecular level. We have used site-directed spin-labeling electron spin
resonance (ESR) to detect molecular orientation, residual side-chain mobility and inter-residual distances. Especially,
the distances of 8-80 Å can be measured by continuous-wave and recently developed pulse ESR. We applied these techniques to the studies on conformational dynamics of motor proteins, myosin and kinesin, and muscular switch proteins
troponin-tropomyosin. In these systems, the ﬂexible elements undergo thermal motion and ﬂuctuate on large scale
between distinct structural states during activity.
spin-labeling / ESR / myosin / troponin / tropomyosin / kinesin

う長所をもつ．この解説では，SLESR を用いた解析に

1.
はじめに

よって得られた，筋収縮にかかわるモータータンパク

ここ 10 年でタンパク質の構造解析法が発達し，解

質や細胞内輸送タンパク質の作用機構のダイナミクス

明されたタンパク質の数は指数関数的に増えている．

に関する最新の知見について述べる．

その結果，タンパク質の原子レベルの静的構造を動か
して，実際に機能中の巨大タンパク質複合体のダイナ

2.
ミオシン

ミクスを記述することが重要な課題となった．
スピンラベル電子スピン共鳴（SLESR）法

1), 2)

は，

真核細胞の運動にかかわるアクチンフィラメントと

その感度は蛍光分光法には及ばないが核磁気共鳴

共に働くモータータンパクはミオシンファミリーを

（NMR）法より格段に高く，筋標本などの濁った試料

作っている．筋収縮の際にはアクチンフィラメント

にも測定対応できる．また，この方法は常磁性の小分

（thin ﬁlament）の間にミオシンフィラメント（thick ﬁla-

子（スピンラベル，図 1）を生体試料に結合すること

ment）がすべり込んで移動する．この動きは ATP の

によって，角度，運動性や距離の異なるスピンを，ス

加水分解エネルギーによって駆動され，Ca2+ 濃度が低

ペクトル上で一挙に分離して高精度で解析できるとい

いと ATP 分解は遅く筋肉は弛緩しており，濃度上昇
によって収縮が開始する．このとき，2 つあるミオシ
ン頭部が，高速になった ATP 分解サイクル―構造変化
サイクル―力学サイクルをカップリングしてアクチン
上をすべる．ATP 分解サイクルは，A-M + ATP → (A)
M.ATP → (A)M.ADP.P → A-M.ADP + Pi → A-M + ADP
で 表 さ れ る．A ア ク チ ン，M ミ オ シ ン で，
（A） は
A-M の親和性が低く解離した状態も含む．したがっ
て，ATP と反応して力を発生する筋標本でミオシンの
構造変化を捉えることは筋収縮のダイナミクスを知る
上で重要である．このような運動性は，SLESR 法に
よって比較的簡単に測定できる．ESR 測定で得られる

図1
スピンラベル（ニトロキシドラジカル誘導体）とその反応．

g 因子（電子の自転と軌道運動に由来する磁気双極子

Conformational Dynamics of Motor Proteins Detected by Electron Spin Resonance
Toshiaki ARATA
Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, Osaka University
※図 2– 図 4，図 7，図 8 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
ミオシン頭部の分子構造．2 つある頭部のうちの 1 つを S1 として
示す．
図3
収縮中のスキンド骨格筋標本におけるスピンラベル運動性（A）
と角度（B）の ESR 測定．（A）a．硬直，b．収縮，c．弛緩時のス
ペクトル．破線の横棒はピーク P1 の高さを示す．d, e は 2 成分モ
デルによるスペクトル．（B）a．ランダム，b．硬直，c．弛緩，d．
収縮，e．(b  0.81c)  1.4,   74,   40，f．(c  0.85b)  1.4,
  45,   40．挿入図は筋肉測定用空洞共振器（A，B 右上）．

モーメントを決定する数値，一般的には 3 階テンソル
量）と超微細相互作用（電子スピンと近隣の核スピン
との相互作用）は，外部磁場方向に対して共に異方性
をもつ．分子が高速回転する溶液中では異方性は平均
化され，平均化の程度はスペクトルの線幅に反映され
る．SLESR の線幅はナノ秒領域の分子運動に鋭敏であ
るため，SL の運動性からペプチドの 2 次構造や立体

P は増大しないので 5)，収縮筋では力発生によるミオ

障害が推定される ．

シン頭部の歪みで新たに AM’.ADP.P が形成されて 6) P

1)

ミオシン頭部には，ATP 結合部位に隣接するコン

が出現する．

バーター領域近くに Cys707（図 2，SH1）があり，こ

図 2 のコンバーター領域がわずかに動くと，軽鎖

こに，細胞膜をグリセリン処理で破壊したスキンド筋

RLC と ELC にラップされた  へリックス（レバーアー

外からスピンラベルを施すことができる．ミオシン

ム）が大きく回転することが想定されている．そこで

S1 がすべて IASL（図 1）でラベルされると，発生す

レバーアームの角度変化を知るため，筆者らはミオシ

る 張 力 は 20-30% 程 度 に 減 少 す る

3), 4)

． 筆 者 ら は，

ン調節軽鎖 RLC の Cys154 を MSL でラベルし，標本

IASL でラベルしたスキンド筋標本を図 3A に示した細

に張力の阻害なく交換導入した 7)．得られる ESR スペ

管 に 入 れ，ATP と Ca2 を 還 流 し て， 張 力 の 発 生 と

クトルの 3 吸収線の共鳴磁場は，

ESR スペクトルを同時測定した ．図 3Aa–c は，ミオ
3)

Hres(, , mI)  h/[g(, )]  mI A(, )

シン Cys707 に結合した IASL ニトロキシド由来の ESR
信号である．ATP と Ca2 の有無で筋の状態が変化し，

となる． はボーア磁子，h プランク定数， マイク

それに応じてスペクトルの低磁場成分（P, P）が顕

ロ波振動数，mI 磁気量子数（核スピン 1 の 14N につい

著に変化する．ATP が無いとき（硬直状態）を基準に

ては 1, 0, 1）
，A 超微細結合定数である．したがっ

すると，P 成分は筋が収縮→弛緩の状態に変わると減

て，マイクロ波吸収線の位置と間隔は角度で鋭敏に変

少する 3), 4)．IASL の運動性を変化させたシミュレー

化する．また，g と A は電子軌道 pz の主軸が磁場とな

ションによって，弛緩時（A-M 結合ができない状態）

す角度（, ）で表される（極座標系）
．

のスペクトル c は，速い成分（ 〜 10 ns，P に寄与）

g2(, )  g2xxsin2  cos2   g2yysin2  sin2   g2zzcos2 

と遅い成分（ > 100 ns，P に寄与）のおよそ 3 : 7 の重

A2(, )  A2xxsin2  cos2   A2yysin2  sin2   A2zzcos2 

ね合わせとして再現する（図 3Ad）．さらに，収縮時
のスペクトル b は，遅い成分（30%）と弛緩時のスペ

図 3B 挿入図に示した side-access cavity に通して筋線維

クトル c（70%）の和として再現できた（図 3Ae）
．す

軸を磁場と平行にセットし，図 3A と同様にして ESR

なわち，力発生に伴って Cys707 付近の 2 次構造に変

測定した．ランダム配向試料のスペクトルをフィット

化がおこり，スペクトル c（破線）に加えて，およそ

し，S/N が悪い場合 gxx  gyy, Axx  Ayy を仮定して gxx, gzz,

30% の遅い成分の P（灰色線）が出現したことを示し

Axx, Azz を決定すると角度  のみがわかる．すなわち，

ている．In vitro（無負荷）で IASL-ミオシン頭部断片

図 2 に示した角度分布の中心 0 と分布の幅  のガウ

＋ATP にアクチンを加えて AM.ADP.P を形成させても

ス分布を用いてスペクトルフィットしたところ，RLC
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は，ほぼ等量の 2 つの角度分布（中心 74 と 45）とラ
ンダム成分（〜40%）をもつことがわかった（図 3Be, f）
．
2 つの角度分布はミオシンの 2 頭部に由来するものと
考えられる．その分布の割合は弛緩時に比べ，硬直時
は 74 成分が 20% 増えたが，収縮時には 2-3% だけ増
えた．小さい変化は他の RLC ラベルでも得られ 8), 9)，
単純なレバーアーム回転説に否定的で，2 頭部が交互
に 2 つの角度をとり同じ角度にならない模型が示唆さ

図4
（A） 心 筋 TnC の N ド メ イ ン の ラ ベ ル 部 位（B） ダ ブ ル ラ ベ ル
MTSL-Cys42  MTSL-Cys84（黒線）とシングルラベル MTSL-Cys84
のスペクトル（赤線）．（C）Hdd から求めた TnC と TnC-I におけ
る Cys42-Cys84 間距離の Ca2 依存性．

れる．一方貝柱筋では角度変化は顕著であり回転説を
支持する 8)．

3.

トロポニン―トロポミオシン

関数として次のように表わされる．

筋収縮の際に前項で述べたミオシン頭部によって引

Hdd  (3/4)g(3 cos2   1)/r3

きつけられる相手である thin filament は，アクチン
（A）
，トロポミオシン（Tm），トロポニン（Tn）の複合

図 4B に示す実測のスペクトルからスピン間の平均距

体からなる．筆者らは，江橋・大西の先駆的研究 10)

離 r を求めるために，フーリエ・デコンボリューショ

に倣って，筋収縮時の A-Tm-Tn 複合体の構造変化を

ン法 1) により，上式から逆に平均距離を求めた．図 4C

解析した．この複合体では，2 本のアクチン重合体

に示すように，Cys42-Cys84（TnC）でのラベル間距離

（結合極性をもつ）がよじれあったケーブルに，2 本

は，Ca2 が TnC-I 複 合 体 へ 結 合 す る こ と で 合 計 約

の  へリックスによるコイルドコイル状の Tm が，N-

3 Å 伸びた．同様の結果は，Cys58-Cys84（TnC）につ

末端と C-末端で 7 個のアクチン単量体ごとに 1 分子

いても得られ 11)，TnC をスピンラベルし筋原線維中

結合している．トロポニンは TnC-I-T の複合体であ

に再構成した試料についても，次に述べるパルス ESR

り，TnT で Tm の末端に結合し，ミオシンとアクチン

距離測定によって確認された 12)．したがって，心筋

の相互作用をブロックしている（後述図 5C も参照，A

TnC は Ca2 結合数が 1 個しかないので構造変化しな

は 3 個のみ，TnT は一方の Tm への結合のみを示す）
．

いとされていたが 13)，N ドメインは Ca2 の結合によ

TnC には Ca の結合部位があり，筋収縮を開始する

りヘリックス同士の間隔が開いてオープン構造をと

トリガーとなっている．

り，TnI と複合体を形成すると骨格筋と同程度の構造

2

変化をすることが明らかになった．

TnC の Ca 結合・解離によって起こる構造変化が，
2

Tm をアクチンフィラメントの円周方向に平行にずら

パルス電子 2 重共鳴法（PELDOR）を使って，さら

せて，多数のアクチンサブユニット表面の立体障害を

に長距離（20-80 Å）を測定できる 1), 14), 15)．溶液試料

いっせいに解除してミオシンの結合を引き起こすとい

に，ある周波数 A の観測パルスを 3 回与えると（間

う仮説がある．筆者らはまずヒト心筋の TnC N ドメ

隔 ,   '）
，超微細相互作用の異方性から，ある方向

インの構造変化を調べた（図 4）．MTSL でラベルす

のスピンラベルのスピン A を励起しエコーを発生さ

る た め に，TnC 変 異 体（C35S, C84） を も と に し て

せることができる（図 5A）
．4 番目の異なる周波数

G42C と Q58C の変異体を別々に作製し，Cys84 のみ

B のポンピングパルスで励起された近接するスピン

を ラ ベ ル し た も の と，Cys84/Cys42 と Cys84/Cys58 の

B の局所磁場は観測スピン A のエコー強度に変調を与

両 方 を ラ ベ ル し た MTSL-TnC を 作 製 し た（図 4A）
．

える．ポンピングパルスのタイミング（t）を変える

これらの ESR スペクトルは，MTSL の窒素原子核の

と，t   で規格化したエコー強度 I(t, r, ) はスピン間

mI  0 に対応する信号強度が，タブルラベリングした

距離 r に関係する周期で変調を受ける（図 5B）
．

ものでは広幅化のために明らかに減少している

I(t, r, )  1  p{1  cos[AB(r, )(  t)]}

（図 4B）
．通常の連続波 (CW-)ESR スペクトルは電子

AB(r, )  (3 cos2   1)/r3

間距離 8-25 Å の範囲で線形・線幅が鋭敏に変化し，電
子スピン間の双極子相互作用による共鳴磁場のずれ

p は励起スピンの割合である．無配向試料ではスピン

（Hdd）の重ね合わせとして得られる．Hdd は SL 間

A-B 間ベクトルと磁場となす角  は sin  の重みで空

の距離 r とスピン間ベクトルと外部磁場との角度  の

間平均化され，また距離分布 G(r) が広いとエコー変
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図6
アクチン (A7)-Tm 間の相互作用．（A）Tm（2 重らせん）上の MSL
ラベル部位．Cys 変異残基の番号で示した．
（B）15NMTSL-Cys13
Tm + 14NMSL-Cys374A7（上， 赤） と 14NMSL-Cys374 A7 単 独（下，
（C）Ca2+ 非存在下―
青）のスペクトル．矢印は 15NMTSL の吸収線．
存在下での ESR 差スペクトル：{MTSLTm + MSLA7} − MSLA7．MSLA7
の 重 み を 変 え て， 赤 と 青 の ス ペ ク ト ル の そ れ ぞ れ 上 は
MTSLTm : MSLA7 = 2 : 2，下は MTSLTm のみのスペクトルとなる
ように最適計算した．（D）距離分布の Ca2+ 依存性．
図5
アクチン上の TnC-I-T 複合体における距離測定．（A）4- パルスシー
ケンス．（B）Cys44-Cys133（上）および Cys61-Cys133（下）にダ
ブルラベルした TnC-I-T 複合体の Ca2+ 存在下（赤），非存在下（青）
で得たエコー変調カーブ（左）とそのフィット距離解析（右）．（C）
TnI のスイッチ運動の分子モデル．

40 Å ほど移動したと推定される．
筋収縮制御の立体障害説からは，上記の TnI セグメ
ントの運動がトロポミオシン（Tm）を変位させる原
動力であると考えられる．そこで Tm の 10 種のアミ
ノ酸をそれぞれ Cys に変えた変異体（図 6A）を作製
し，MSL または MTSL でラベルし CW-ESR を測定し

調カーブの振動（強度 I(t)）は減衰する．スピン緩和

た．得られたスペクトル線幅からスピンラベル分子の

を十分遅くするため極低温（60-80 K）で測定する．

回転相関時間を求め，Tm がアクチンフィラメントの
上でどのように動くのかを調べた 17)．Tm がアクチン

I(t) = ∫ G(r) ∫ I(t, r, θ) sin θ dθ dr

に結合すると，ラベルの運動性阻害は小さいが，C 末
2+

筆者らは，TnC-I-T 複合体が TnC への Ca の結合

N 末の接合部でやや顕著なので，Tm-A7 結合は弱くお

によって受ける構造変化の影響を検出するために，

もに接合部で相互作用すると考えられる．Thin ﬁla-

TnC と TnI に MSL を 導 入 し，PELDOR 測 定 を 行 っ

ment（Tm-Tn-A7）では，Tn の相互作用部位と考えら

16)

2+

た ．Ca 添 加 試 料 で は，Cys44(TnC)-Cys133(TnI)

れている Tm の C 末側半分にある 230，271 番残基で

と Cys61(TnC)-Cys133(TnI) ラ ベ ル 体 で と も に， エ

運動性が顕著に阻害された．しかし，予想に反し Ca2+

コー変調カーブは振動した（図 5B 左，1 周期目が見

添加によってラベル運動性は Tm の全領域でほとんど

える）．これをもとにスピン間距離 r にガウス分布を

変化しなかった 17), 18)．一方，Tm-アクチンフィラメン

仮 定 し て カ ー ブ フ ィ ッ ト 解 析 を 行 い Cys44(ま た は

ト（Tm-A7, Tm-Tn-A7）にミオシン頭部断片 S1 を 7 分

Cys61)-Cys133 間 の 最 適 距 離 分 布 を 求 め た（図 5B，

の 1 加えたところ，160 番目をはじめ多くの残基で運

右）
．得られた距離分布は狭く，41（または 34）Å で

動性が小さくなった．これは，一部の S1 により Tm

2+

固定されることがわかった．Ca 非存在下ではエコー

またはアクチンが全長にわたり変位し Tm 側鎖が立体

の変調カーブ I(t) は緩やかで，スピン間の距離分布

障害を受けたことを示している．

2+

は広く 60-80 Å 程度となる．この結果から，Ca の結

Tm は動くのか，をより直接的に調べるために，Tm

合 に よ っ て TnC(Cys44)-TnI(Cys133) 間 の 距 離 が

2 量体の Cys13 にそれぞれ 15N-MTSL を，A 単量体の
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Cys374 に 14N-MSL をラベルし，MTSL-MSL 間の距離
を測定した（図 6C 左の模式図参照）．Tm-A 複合体を
形成する Tm ダイマーとアクチンモノマーのモル比は
1 : 7 であるので，単位あたりのスピンラベルは 9 個で
15

N-MTSL と 14N-MSL が 2 : 7 の比で重ね合わさったス

ペクトルが得られることになる．解析では，距離の近
いスピンラベルペア 2 : 2 が存在し，残りはスピン間距
離が遠く測定限界を超えている（>25 Å）と仮定して
スペクトルの引き算を行った．Ca2 非存在下の差スペ
クトル（図 6C 1，2 番目）は，存在下（同 3，4 番目）
のものに比べ線幅が広くスピン相互作用が認められ，
距離分布には Ca2 依存性があった（図 6D）．さらに，
Tm の N 末 C 末接合部 Cys13, 271, 279 において同様の
Ca2 依存的な動きがあることがわかった．アクチンの

図7
（A）
：キネシンダイマーの構造．ネックリンカー（黄色）と Cys332
（丸印）．（B），（C）
：微小管結合時の Cys332 間距離測定．ヌクレオ
チド非存下 NN（B）と ATP 類似体 AMPPNP 添加時（C）．コイル
ドコイルのない短いモノマー分子で得た Cys332 ―シングルラベル
スペクトル（破線）とダイマーの Cys332 ―ダブルラベルスペクト
ル（実線）．1 個の距離 r のガウス分布（右）を用いて最小 2 乗
フィットした（灰色線：実線と重複）．

C 末（Cys374）近くにミオシンが結合すると考えられ
るので，Tm がこの位置でミオシンの結合を制御して
いる可能性がある．しかし，このことは前述の Tm の
N 末 C 末のスピンラベル運動性に Ca2 依存性がない
こと 17), 18) とは相容れないので，距離測定を多数の残
基間で行い，高分解能の立体構造モデルを作製する必
要がある．

4.

キネシン

キネシンは真核生物の細胞質中に存在するモーター
タンパクであり，ATP の加水分解エネルギーを利用し
て微小管上を移動する．キネシンはミオシンより小さ
いが，ミオシン同様 2 つの頭部を有し（図 7A）
，ATP
分解サイクルも類似する．また，分子全体にわたり部
位特異的スピンラベル化が可能である．キネシンの
モータードメイン本体からコイルドコイル尾部につな
がる 15 個程度のアミノ酸からなるペプチドエレメン

図8
PELDOR 法によるネックリンカー間の距離測定．（A）エコー変調
カーブフィット距離解析．（a）
（d）右の距離
r の分布によって左
のエコー変調カーブを最小 2 乗フィットした．（B）ヌクレオチド
によるネックリンカーのドッキング強度．タイト（A リンカー），
ルース（C リンカー），その中間（B リンカー）と微小管（MT）
結合強度を示すモデル．赤丸棒はスピンラベルを示す．

トがある．このエレメントはネックリンカーとよば
れ，ヌクレオチドに依存して本体とドック―アンドッ
クして力発生する歩行説が，ミオシンのレバーアーム
説と類似の機構として有力である．
筆者らは 2 量体の各 Cys332 を MSL ラベルし，その
間の距離を CW-ESR で計測した．実測の 2 量体スペ

離が長く分布が広いこと（35  12 Å）を示し，距離分

クトルのフィッティングで得られた距離（図 7B, C 右）

布は ATP 類似体 ATPS などのヌクレオチドに依存し

は，微小管に結合しヌクレオチド非存在下（NN）で

なかった 19)．このような広い分布は，リンカーの 15

は 20  6 Å で分布も広いが（B リンカー），ATP アナロ

アミノ酸がランダムコイルになっているとすれば説明

グ AMPPNP や ADP と反応した状態では，15  2 Å と

できる（C リンカー）
．したがって，2 頭部間でつな

短く，しかも分布も鋭く（A リンカー），前後の 2 つ

がった 2 つのリンカーは，ヌクレオチドによらずほぼ

のリンカーはモータードメイン本体と微小管に固定さ

同じドック―アンドック平衡状態 20)，すなわち相互の

れていると思われる．しかしパルス法による距離解析

距離が長く広い分布状態（C：ルース / アンフォールド

（図 8A）では，エコー強度変調の周期が顕著でなく距

/ アンドック）と短く狭い分布状態（A：タイト / フォー


目次に戻る
ESR によるモータータンパク質の動的解析

文 献
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用 語 解 説

分子モータータンパク
Molecular motor protein
直線および回転運動をするタンパク質．複合体を
形成してタンパク質間相互作用により相対的な力
を発生して，連続的運動をする．アクチンに作用
するミオシン，チューブリンと作用するキネシン，
ダイニンがあり，ATP の加水分解エネルギーを利
用する ATPase である．また，バクテリアの鞭毛
モーターは水素やナトリウムイオン濃度の勾配に
よるイオンの流れを利用するが，マイコプラズマ
の脚を駆動するモータータンパクは ATP を利用す
る．ATP 合成酵素 F1-ATPase も回転モーターであ
る．複合体におけるタンパク質分子間相互作用の
詳細を研究することが中心課題となっている．
（172 ページ）
（荒田）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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電子 2 重共鳴法（PELDOR）
Pulsed electron-electron double resonance
核磁気共鳴で多用されるパルス法を用いた電子ス
ピン共鳴法の 1 つ．DEER（Double electron-electron
resonance）ともよばれる．2 つの異なる周波数の
マイクロ波パルスシーケンスを用いて近接する 2
つの電子スピンの双極子相互作用を観測する手法
である．具体的には第 1 周波数パルスシーケンス
で発生させ，位相検波で検出したエコー強度は，
第 2 周波数パルス（ポンピングパルス）による近
接スピンの励起によって摂動を生じる．その摂動
はポンピングパルス照射の時間（タイミング）に
対して余弦関数となる．その周期は電子スピン間
距離の 3 乗に反比例する双極子相互作用で決定さ
れる．タンパク質のスピンラベル間距離測定に利
用される．（174 ページ）
（荒田）
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総説

チューブリン翻訳後修飾酵素による繊毛の構造・運動制御
池上浩司，瀬藤光利

浜松医科大学解剖学講座（細胞生物学分野）

Post-translational modiﬁcations of proteins change dramatically and dynamically protein structures and functions. Tubulin, which forms
microtubules, undergoes highly unique post-translational modiﬁcations, polyglutamylation and polyglycylation. These modiﬁcations, in
particular, accumulate in the axoneme of cilia or ﬂagella. Recently, we and others have identiﬁed enzymes that perform or reverse those
modiﬁcations. The discovery of enzymes enables to investigate the physiological roles of the modiﬁcations by means of model organisms
with knockout or knockdown techniques. We here review recent knowledge, focusing on our own ﬁndings, about the roles of polyglutamylation and polyglycylation in ciliary or ﬂagellar structure and motility.
Tubulin / Microtubule / Post-translational modiﬁcation / Polyglutamylation / Polyglycylation / Cilia

1.

修飾の組み合わせという 暗号（コード） が，さまざ

はじめに

まなヒストン結合タンパク質に識別されることで，ク
タンパク質翻訳後修飾はタンパク質の構造や機能を

ロマチン構造を変化させ，遺伝子発現を制御する様か

変化させ，多くの場合，可逆的かつダイナミックに生

ら，ヒストンコード仮説という概念が提唱されている．

体活動を制御している．ノーベル賞の対象にもなった

筆者らは細胞骨格の 1 つである微小管を構成する

リン酸化（1992 年授与）やユビキチン化（2004 年授与）

チューブリンについて，ヒストンコード仮説を模した

をはじめ，これまでに多くの翻訳後修飾が報告されて

「チューブリンコード仮説」を提唱してきた 1)．チュー

いる（表 1）
．さまざまな生物種のゲノムが解読され

ブリン C 末端は微小管の表面に位置し，脱チロシン

生体を構成するタンパク質の 1 次構造を容易に知るこ

化，ポリグルタミン酸化 2)，ポリグリシン化 3) といった

とが可能となった現在，翻訳後修飾によるタンパク質

非常にユニークな翻訳後修飾が集中している（図 1）4)．
ヒストンコードのように，これらの修飾の組み合わせ

高次構造やタンパク質間相互作用の制御は，これまで

（つまり，微小管上の

以上に基礎生物学における重要な研究領域となってい

コード ）が，微小管結合タン

る．とりわけ近年は，ヒストンに対するアセチル化，

パク質や分子モーターに識別され，特定の微小管の安

メチル化，ユビキチン化など複数の修飾による遺伝子

定性を変化させたり，モーターが特定の行き先に振り

の ON/OFF 制御機構に大きな注目が集まっている．

分けられたりする．たとえば，KIF1A はポリグルタミ
ン酸化依存的に神経突起に進入する 5)．また，KIF5 は

表1
さまざまな翻訳後修飾
種類

脱チロシン化を認識することで神経軸索に選択的に移
動する 6)．筆者らはこの中でもとりわけユニークな

修飾名

脂質付加

ミリストイル化，パルミトイル化，
プレニル化

糖鎖付加

グリコシル化，ADP リボシル化

小分子付加

リン酸化，アセチル化，メチル化

アミノ酸付加

アルギニン化，チロシン化

ペプチド鎖付加

ポリグルタミン酸化，ポリグリシン化

タンパク質付加

ユビキチン化，SUMO 化

アミノ酸置換

シトルリン化

（かつ研究者人口の少ない）ポリグルタミン酸化，ポ
リグリシン化を対象に研究を展開している．
ポリグルタミン酸化，ポリグリシン化はチューブリ
ン C 末端領域のグルタミン酸側鎖にグルタミン酸，あ
るいはグリシンからなるポリペプチド鎖が枝分かれ状
に付加される翻訳後修飾である（図 1）
．これらの翻訳
後修飾はすべての微小管に観察されるわけではなく，
繊毛や鞭毛など特徴的な構造に強く検出される．繊毛
や鞭毛は，内部に軸糸とよばれる柱状の構造が存在し

Regulation of Ciliary Structure and Motility by Post-translational Modiﬁcations of Tubulin
Koji IKEGAMI and Mitsutoshi SETOU
Department of Cell Biology and Anatomy, Hamamatsu University School of Medicine
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に，チューブリンポリグルタミン酸化，ポリグリシン
化による繊毛の構造と運動の制御について概説する．

2.

ポリグルタミン酸化による繊毛構造制御
繊毛は原生生物のゾウリムシから哺乳動物のヒトま

で，基本構造を変えることなく進化的に非常によく保
存されている．繊毛は 1 秒間に 10 〜 20 往復する屈曲
運動をしており，隣接する繊毛がごくわずかの時間的
なズレを保ちながら協調的に運動する metachronal
wave を形成することで，効率的に細胞外の液体を押
し流す．ゾウリムシなどは，細胞（つまりは個体その
もの）が水中で移動するための推進力を繊毛運動から
得ており，巧みに繊毛運動を制御することで細胞の進
行方向などを変えることを可能にしている．哺乳動物
は，たとえば気道に侵入した埃やウィルスなど身体に
有害な微粒子を粘液とともに体外に排出するために繊
毛の運動を利用している．

図1
チューブリン C 末端の翻訳後修飾．特徴的な修飾として，脱チロ
シン化，ポリグルタミン酸化，ポリグリシン化がある．脱チロシン
化ではカルボキシル末端のチロシン残基が除去される．ポリグル
タミン酸化，ポリグリシン化では，グルタミン酸残基の側鎖にペプ
チド結合でポリグルタミン酸鎖，あるいはポリグリシン鎖が付加
される．図中では α チューブリンについてのみ描かれているが，ポ
リグルタミン酸化，ポリグリシン化は β チューブリンにも起こる．

筆者らはマウスのポリグルタミン酸化酵素をノック
アウトし，気管上皮の繊毛の形態を観察した 12)．古典
的な観察研究から気道の繊毛はカーブしていることが
知られている 13)．酵素のノックアウトにより気管の繊
毛におけるポリグルタミン酸化修飾が著しく減少した
（図 3）
．ノックアウトマウスの気管から単離したサン
プルでは，直線状に伸びている繊毛が非常に高頻度で
観察された（図 3，矢頭）．繊毛全長を円弧と見なし，
弧の長さと弧弦間の面積から弧の角度を求め，繊毛の
屈曲角を定量解析した 12)．野生型の繊毛が 40-50 度程
度カーブしているのに対し，ノックアウトマウスの繊
毛は大部分が 30 度以下しかカーブしていないことが
明らかとなった（図 3）
．
現在のところ，チューブリンポリグルタミン酸化依

図2
繊毛軸糸の断面模式図．

存的な繊毛の構造的屈曲を説明する分子メカニズムは
不明であるが，生物種を超えて保存された現象のよう

ている（図 2）
．軸糸の大部分はチューブリンで構成さ

である．単細胞生物の繊毛虫であるテトラヒメナを用

れており，ポリグルタミン酸化，ポリグリシン化によ

いた研究においても，チューブリンポリグルタミン酸

り軸糸の構造や繊毛・鞭毛の運動が大きく影響を受け

化酵素のノックアウトにより繊毛が直線的になると報

ることが容易に想像できる．最近，修飾を担うポリグ

告されている 14)．繊毛の軸糸を構成するタンパク質は

ルタミン酸化酵素やポリグリシン化酵素，逆に修飾を

数百種類存在し 15)，それらの多くが生物種を超えてよ

外す脱グルタミン酸酵素の同定が完了した 7)-11)．酵素

く保存されている．酸性アミノ酸のグルタミン酸付加

の同定により，酵素遺伝子のノックアウトや発現ノッ

により微小管表面が負に帯電しやすくなることから，

クダウンなどの手法によりポリグルタミン酸化，ポリ

正に帯電しやすい塩基性アミノ酸のリジンやアルギニ

グリシン化修飾レベルを操作することが可能になっ

ンが豊富なタンパク質がポリグルタミン酸化依存的な

た．繊毛や鞭毛の構造，機能におけるこれらの修飾酵

繊毛の屈曲に寄与していると予想される．進化的に保

素の役割を探索する研究が国内外でさかんになってい

存され，かつ塩基性アミノ酸に富んだタンパク質が今

る．本稿では，筆者らや他のグループの研究成果を軸

後の解析のターゲットになるだろう．
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図4
繊毛運動の非対称性とポリグルタミン酸化による変化．
（a）繊毛運
動には有効打と回復打の区別がある．（b）野生型とノックアウト
の繊毛運動の違い（1 本の繊毛先端の動きを時系列で並べて表示
したキモグラフ）．文献 12 より改変．（c）文献 12 のまとめ模式図．

す気管表面の液体移動速度も，野生型に比べノックア
ウトマウスで減少していた（図 4c）12)．さらにノック

図3
ポリグルタミン酸化酵素ノックアウトによる繊毛の構造変化．野
生型ではポリグルタミン酸化は繊毛の根本に近い部分で強く検出
．酵素ノックアウトにより繊毛の
される（写真：免疫蛍光染色像）
ポリグルタミン酸化が顕著に減少し，直線状に伸びている繊毛が
多く観察されるようになる（図中矢頭）．文献 12 より改変．

アウトマウスは鼻水を効率よく排出することができな
くなり著しい鼻づまり症状を示し，咳やくしゃみのよ
うな行動を頻繁に示した 12)．
チューブリンポリグルタミン酸化に依存した繊毛運
動制御の分子基盤は他の生物種を用いた研究から考察

3.

できる．テトラヒメナやクラミドモナスを用いた研究

ポリグルタミン酸化による繊毛運動制御

でも，ポリグルタミン酸化酵素のノックアウトにより
繊毛が効率よく液体を押し流すためには，繊毛運動

繊毛運動が変化し，細胞の遊泳速度が減少する 14), 16)．こ

が非対称である必要がある．すなわち，液体を流す方

れらの酵素ノックアウト生物では，軸糸を動かすモー

向に力強く動く「有効打」と流れに逆らいながら元の

ター分子のうち特定の内腕ダイニンがすべりやすくな

位置に戻る「回復打」の区別が存在する（図 4a）
．筆

ることが示されている 14), 16)．ダイニンがすべりやすく

者らは，繊毛のカーブが有効打の方向と一致している

なることと繊毛運動の低下は，一見すると矛盾するよ

ことを見いだした 12)．では，チューブリンポリグルタ

うに見える．軸糸には大きく分けて 7 種類の内腕ダイ

ミン酸化の減少によりカーブが減少した繊毛では繊毛

ニンが精密に配置されており 17)，これらが協調して機

運動の非対称性はどうなるのだろうか．筆者らは気管

能することで，波形制御による複雑な繊毛運動が実現

から単離した繊毛を ATP で再活性化し，繊毛先端の動

すると考えられている．1 種類のダイニンがすべりやす

きを追跡することで繊毛の運動を記録，解析した

12)

．

くなることでダイニン間の協調が乱れ，繊毛運動が低

野生型の繊毛は，はっきりとした有効打と回復打の区

下することは特に驚くことではない．繊毛運動の波形

別を示した（図 4b）
．一方，酵素ノックアウトマウス

制御に寄与するという観点からも，内腕ダイニンはポ

の繊毛では繊毛打の区別がなくなっていた（図 4b）
．

リグルタミン酸化依存的な繊毛運動非対称性を説明す

すなわち，チューブリンポリグルタミン酸化の低下に

る有力な候補であろう．興味深いことに，ポリグルタミ

より繊毛運動の非対称性が消失していた（図 4c）
．ま

ン酸化減少による繊毛運動の周波数変化については，

た，ノックアウトマウスの繊毛は，繊毛運動の周波数

生物種による違いがあるようである．筆者らの結果で

が顕著に上昇していた（図 4b）
．同様に，気管表面に

は，ポリグルタミン酸化の低下は繊毛運動の周波数増

生えている繊毛でも，ノックアウトマウスにおいて繊

加を引き起こすのに対し，テトラヒメナやクラミドモ

毛運動非対称性が消失し，さらに繊毛運動周波数が上

ナスを用いた研究では，むしろ周波数が減少した 14), 16)．

昇していた 12)．以上の結果として，繊毛運動が作り出

繊毛軸糸は基本構造こそ進化的に保存されてはいる
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が，ナノスケールの精巧な分子機械を超微細レベルで

合わせを操作した研究が登場することが期待される．

比較した場合，種間差異が十分に予想される．実際，

また，チューブリン翻訳後修飾の時空間的分布と繊

軸糸ダイニンの形状は生物種により異なっており，ポ

毛の構造・運動制御を議論した研究は皆無である．ポ

リグルタミン酸化修飾の影響を受けるモーターの配置

リグルタミン酸化は繊毛軸糸に均一に存在するわけ

も生物種ごとに微妙に異なるのかもしれない．

ではなく，繊毛の根本に近い部分で強く検出される
（図 3）12), 16)．また，繊毛軸糸を構成する微小管のう
ち，周辺微小管の B 小管に偏在していることも示さ

4. ポリグリシン化による繊毛の構造・運動制御

れている 14), 16)．これら修飾の空間的分布に加え，た

ポリグルタミン酸化では酸性アミノ酸の付加による

とえば外部刺激による修飾の時間空間的変化を考慮し

負電荷増加というタンパク質への影響を想像しやす

た，「多次元チューブリンコード繊毛制御研究」など

い．一方，ポリグリシン化は特徴的な変化をもたらさ

は非常にチャレンジングである．生物物理学に留まら

ない．それにもかかわらず，ポリグリシン化酵素の

ず広い分野の基礎生物学研究者が興味を抱くテーマに

ノックアウトやノックダウンにより繊毛が著しく影響

なっていくだろう．筆者らはこれからもこの奥深い

を受けることが報告されている．酵素をノックアウト

テーマに挑戦しつづけ，タンパク質翻訳後修飾本来の

したテトラヒメナでは，軸糸の中心対微小管が消失し

特徴である「動的な変化」に切り込んだ研究を展開し

18)

たり，周辺微小管が異常形成されたりする ．繊毛構造

ていきたい．

への影響が大きいことから，ポリグリシン化による繊
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ポリグルタミン酸化，ポリグリシン化を制御する酵
素群が発見され，それら酵素遺伝子のノックアウト生
物が利用可能になりポリグルタミン酸化，ポリグリシ
ン化，それぞれ個々の修飾による繊毛の構造・運動制
御が急速に明らかになってきた．一方で，チューブリ
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ンコード仮説を軸にした，翻訳後修飾の複合変化によ
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る制御に踏み込んだ研究はまだ数少ない．ポリグルタ
ミン酸化，ポリグリシン化の競合的関係を議論した研
究 18), 19) などに限られる．今後，2 重，3 重ノックアウト，
さらにはノックダウンも組み合わせた多重遺伝子発現
抑制などを利用し，チューブリン修飾のすべての組み
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古細菌由来Pelota·EF1α·GTP複合体による
mRNA品質管理機構の構造基盤
小林

幹，石谷隆一郎，濡木 理

東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻

No-go decay (NGD) and Nonstop decay (NSD) are mRNA surveillance pathways that detect the stalled ribosome containing the defective mRNA. In archaea, archaeal Pelota (aPelota) associates with archaeal elongation factor 1α (aEF1α) to act in the mRNA surveillance
pathway. Here, we present the complex structure of aPelota and GTP-bound aEF1α determined at 2.3 Å resolution. Notably, the
aPelota·aEF1α·GTP complex structurally resembles the tRNA·EF-Tu complex bound to the ribosome. Combined with the functional
analysis in yeast, our ﬁndings provide structural insights into how aPelota·aEF1α·GTP complex detects the stalled ribosome and triggers
NGD and NSD.
X-ray crystallography / mRNA surveillance / dual speciﬁcity / tRNA mimicry / A/T state / ribosome

1.

から，停止したリボソームの A site に Pelota を運び込
むと考えられている 7)．しかし，Pelota·Hbs1 複合体が
停止したリボソームの A site を認識して NGD，NSD
を引き起こすメカニズムは明らかになっていない．
一方古細菌では Pelota のオーソログである aPelota
は存在するものの Hbs1 は存在せず 8), 9)，その代わり翻
訳の伸長過程においてアミノアシル tRNA をリボソー
ムの A site に運び込む伸長因子 aEF1α が，tRNA だけ
でなく aPelota とも GTP 依存的に結合する 9)．このこ
とから古細菌では aEF1α がタンパク質合成と mRNA
品質管理両方にかかわっていると考えられている．
そこで本研究では X 線結晶構造解析によって
aPelota·aEF1α·GTP 複 合 体 の 構 造 を 決 定 す る こ と で，
aEF1α が tRNA だけでなく aPelota とも結合する構造
的根拠，さらにはこの複合体による mRNA 品質管理
機構の分子メカニズムを解明することをめざした．

はじめに

生体内には遺伝情報の誤った発現によって異常タン
パク質が合成されることを防ぐための監視機構が存在
し，mRNA 品質管理機構はその 1 つである．これは
転写の誤りや遺伝子の変異によって生じた異常 mRNA
上でリボソームが停止して翻訳が異常中断する事態を
解消し，その原因となる異常 mRNA を排除するため
の 機 構 で あ る． 真 核 生 物 で は 現 在 ま で に 3 種 類 の
mRNA 品質管理機構が知られている 1), 2)．リボソーム
が読み枠途中に生じた終止コドン上で停止した場合は
Nonsense mediated decay（NMD）3)，終止コドンを含ま
ない異常 mRNA（nonstop mRNA）を翻訳した結果その
3′ 末端で停止した場合は Nonstop decay（NSD）4), 5) に
よってリボソームの mRNA からの解離と異常 mRNA
の分解が起こる．また近年，リボソームが mRNA の
異常な 2 次構造などによってブロックされて動けなく
なった場合にリボソームの解離と異常 mRNA の切断，
分解を引き起こす No-go decay（NGD）という機構も同
定された 6)．
NSD と NGD には 2 つのタンパク質，Pelota と Hbs1
が関与する 6), 7)．Pelota は，翻訳の終結過程においてリ
ボソームの A site に入って終止コドンを認識する eRF1
と類縁であることから，停止したリボソームの A site
に入り込むと考えられている 7)．Hbs1 は eRF1 をリボ
ソームの A site に運ぶ GTP 結合タンパク質 eRF3 と類
縁であり，また Pelota と安定な複合体を形成すること

2.

aPelota·aEF1α·GTP 複合体の全体構造

単波長異常分散法によって 2.3 Å の分解能で決定し
た Aeropyrum pernix 由来 aPelota·aEF1α·GTP 複合体の結
晶構造を図 1 に示す（図はすべて文献 10 より引用，
改変した）
．aEF1α は 3 つのドメイン 1，2，3 からな
り，ドメイン 1 で Mg2+ イオンと水を介して GTP と結
合していた．一方 aPelota も 3 つのドメイン A, B, C か
らなり，ドメイン B とドメイン C が aEF1α の 3 つの
ドメインの間に形成された溝と相互作用していた．

Structural Basis for mRNA Surveillance by Archaeal Pelota and GTP-bound EF1α Complex
Kan KOBAYASHI, Ryuichiro ISHITANI and Osamu NUREKI
Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, the University of Tokyo
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図1
2 方向から見た aPelota·aEF1α·GTP 複合体の全体構造．

3.

aPelota による tRNA の擬態

今回決定した aEF1α と aPelota の複合体構造はバク
テリア由来伸長因子 EF-Tu と tRNA の複合体構造とよ
く似ている 11)．aPelota と aEF1α の相互作用領域（Site
1, 2, 3）を図 2a に，tRNA と EF-Tu の相互作用領域（T
loop site, 3′-site, 5′-site）を図 2b にそれぞれ示す．アミ
ノ酸配列の相同性から aEF1α は tRNA を EF-Tu と同
様の機構で認識するとされているため，これらの図よ
り aEF1α の aPelota 認識部位は tRNA 認識部位とよく重
なるといえる．また図 2b に tRNA と重ねた aPelota の
構造が薄く示されているが，両者の構造はよく重なる．
さらに aPelota の表面電荷を計算したところ，tRNA の
5′ 端周辺に相当するドメイン B 内の領域に Asp135,
Asp137, Glu138, Asp154 といった酸性残基からなる負
電荷領域が形成されていることがわかった（図 3a,
b）
．tRNA の 5′ 端周辺を形成するヌクレオチド 1，2，
66，67 のリン酸の負電荷は EF-Tu の Lys90, Lys376 に
よって認識される．これらの Lys 残基は aEF1α にも高
度に保存されており，しかも興味深いことにこれらの
Lys 残基は今回の複合体中では tRNA の 5′ 端周辺に相
当する aPelota の負電荷領域を認識していた．aPelota
の負電荷領域を形成する酸性残基は広く保存されてお
り，これらのことから aPelota は tRNA の形状と 5′ 端
周辺領域のリン酸の負電荷を擬態することで aEF1α
の tRNA 認識部位と結合することが明らかになった．
しかしながら aPelota には tRNA とは異なる特徴が 2
つ見られた．1 つ目は aPelota のドメイン C が，対応
す る tRNA の T arm と 比 べ て か さ 高 い こ と で あ る
（図 2b）
．このため aPelota·aEF1α 複合体中の Site 1 と
tRNA·EF-Tu 複合体中の T loop site は厳密には一致し
ない（図 2a, b）
．2 つ目は，aPelota のドメイン A 内に
は特徴的な塩基性領域が形成されていることである
（図 3a）．これらの違いは，ともに aEF1α と結合する
が翻訳の異常中断によって停止したリボソームを認識

図2
（a）aPelota と aEF1α の相互作用様式．（b）tRNA と EF-Tu の相互
作用様式．aPelota の構造が薄く示されている．

図3
（a）aPelota の表面電荷．（b）tRNA の構造．（c）遊離型 tRNA·EFTu 複合体中の tRNA と aPelota の比較．（d）リボソーム A site に入っ
た tRNA·EF-Tu 複合体中の A/T state tRNA と aPelota の比較．

して mRNA 品質管理を行う aPelota と，mRNA 上のコ
ドンを認識してタンパク質合成を行う tRNA との機能
の違いを反映していると考えられる．
また，EF-Tu によってリボソーム A site に運ばれた
tRNA は，アンチコドンアームを約 30° 湾曲させて
A/T state とよばれる構造をとることで mRNA とコド
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ン―アンチコドン対合を形成することが知られてい
る 12)．そこで今回の構造を遊離型の tRNA·EF-Tu およ
びリボソーム A site で mRNA とコドン―アンチコドン
対合を形成した tRNA·EF-Tu の構造と比較したところ，
aEF1α との複合体中の aPelota のドメイン A は遊離型
の tRNA よりも A/T state tRNA のアンチコドンアーム
とよく重なり，aPelota はリボソーム A site 中でコドン
と対合した tRNA の構造をあらかじめ擬態しているこ
とがわかった（図 3c, d）．

4. aPelota·aEF1αのリボソームとのドッキングモデル
そこで aPelota が A/T state tRNA を擬態する意義を考
察するために，tRNA·EF-Tu・リボソームの複合体構
造 12) に基づいて aPelota·aEF1α のリボソームとのドッ
キングモデルを構築した（図 4a）
．このモデルでは
aPelota は，先ほど述べたドメイン A に形成された塩
基性領域を介してリボソーム 30S サブユニットの Decoding center（DC） を 形 成 す る 16S rRNA 上 の C519,
G530, A1492, A1493 といったヌクレオチドのリン酸の
負電荷と相互作用している（図 4b）
．翻訳の伸長過程
では，コドン―アンチコドン対合を形成した A/T state
tRNA が DC を形成するこれらのヌクレオチドと相互
作用することでリボソームと tRNA の構造を変化させ
る．そしてこの構造変化が EF-Tu に結合した GTP の
加水分解を引き起こし，GDP 型になった EF-Tu がリ
ボソームから遊離することで tRNA は A site に収納さ
れる．このことを考えると，A/T state tRNA をあらか
じめ擬態することで直接 DC と相互作用する aPelota
は，停止したリボソームの A site に含まれるコドンに
関係なく直接リボソームを認識し，aEF1α に結合した
GTP の加水分解と aEF1α のリボソームからの遊離を
引き起こす可能性が高いといえる．さらに，aEF1α が
リボソームから遊離した後の aPelota の挙動モデルを
図 4c に示す．GTP の加水分解によって aEF1α がリボ
ソームから遊離した後に aPelota がもし図中の矢印の
ように tRNA と同じ動きでリボソーム A site に収納さ
れるとすると，先ほど述べた tRNA の T arm と比べて
かさ高い aPelota のドメイン C はこの過程でリボソー
ム 50S サブユニットの 23S rRNA 上の L11 領域，へリッ
クス H38, H84 と衝突する．よって aPelota のかさ高い
ドメイン C との衝突によるリボソームの不安定化が，
NGD, NSD においてリボソームを解離させる駆動力
の 1 つとして考えられる．

図4
（a）aPelota·aEF1α の リ ボ ソ ー ム と の ド ッ キ ン グ モ デ ル．（b）
aPelota ドメイン A による DC の認識．
（c）aPelota ドメイン C に
よるリボソームの不安定化．

NSD の分子メカニズムを考察するために，酵母にお
ける aPelota のオーソログである Dom34，およびそれ
を停止したリボソーム A site に運ぶ Hbs1 を用いた変
異体解析を行った．まずドッキングモデルにおいて
DC の認識にかかわることが示唆された aPelota の塩基
性領域を形成する Arg2 に対応する Lys2 を Ala に置換
した Dom34（K2A），および NGD による mRNA の切
断に深くかかわることがすでに示されているドメイン
A 先 端 の ル ー プ を 欠 損 さ せ た Dom34（ΔLoop）7) を
Dom34 欠損株の酵母で発現させ，NGD による mRNA
切断活性と nonstop mRNA からリボソームを解離させ
る活性を測定した．また，GTP 加水分解活性が欠失
した Hbs1 の変異体である T232A, H255A を Hbs1 欠損
株の酵母で発現させ，同様のアッセイを行った．図 5
に示されている結果を見ると Dom34 の変異体ではど
ちらの活性も大幅に減少しており，これらの変異が
Dom34 のドメイン A のリボソームとの相互作用を阻
害するという予測と一致する．一方 Hbs1 の変異体で
は mRNA を切断する活性は 60% 以上保持したままリ
ボソームを解離させる活性のみ大幅に減少している．
これは Dom34 のリボソームとの相互作用によって
mRNA の切断は起こるが，GTP 加水分解の阻害によ
り Hbs1 がリボソームから遊離しないために Dom34
によるリボソームの解離が起こらないからであると考
えられる．これらの結果から，NGD は Dom34 によ
る リ ボ ソ ー ム の 認 識， エ ン ド ヌ ク レ ア ー ゼ による
mRNA の 切 断，Hbs1 に よ る GTP の 加 水 分 解， リ ボ
ソームの解離という順番で進行すると考えられる．一
方 NSD では mRNA の切断は起こらず，同じ順番でリ
ボソームの解離のみが起こる．

5. 酵母由来 Dom34, Hbs1 を用いた変異体解析
ドッキングモデルによって得られた知見から NGD,
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突させることでリボソームの不安定化と解離を引き起
こ し， 最 後 に 異 常 mRNA は エ キ ソ ヌ ク レ ア ー ゼ に
よって分解される．

7.

おわりに

本研究では aPelota·aEF1α·GTP 複合体の構造に基づ
いて NGD, NSD の分子メカニズムを提唱した．今後
リ ボ ソ ー ム を も 交 え た 複 合 体 の 構 造 決 定， および
mRNA を切断するエンドヌクレアーゼの同定とその機
能・構造の解明が実現すれば，停止したリボソームの認
識から mRNA の切断を経てリボソームの解離にいたる
一連のダイナミクスがより鮮明に理解されるであろう．
最後にこの研究を共同で行った東京大学医科学研究
所の伊藤耕一准教授，斉藤和紀博士，東北大学薬学研
究科の稲田利文教授，黒羽一誠博士，および当研究室
の卒業生である菊野泉さんに深く御礼を申し上げます．
文 献

図5
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図6
aPelota·aEF1α による NGD, NSD の分子メカニズム．
小林 幹

6. 古細菌における NGD, NSD の分子メカニズム
こ れ ら の 結 果 に 基 づ い て 考 え ら れ る aPelota と
aEF1α による NGD, NSD の分子メカニズムを図 6 に
示す．まず mRNA の異常部位，または 3′ 端で停止し
たリボソームの A site に GTP 型の aEF1α が aPelota を
運びこむ．aPelota は A/T state tRNA をあらかじめ擬態
することでドメイン A を介してリボソームと直接相
互作用する．続いて，NGD ではエンドヌクレアーゼ
による mRNA の切断を経た後に，aEF1α は GTP を加
水分解してリボソームから遊離する．そして aPelota
は A site に収納される過程でかさ高いドメイン C を衝
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一酸化窒素還元酵素の結晶構造から見えてきた
呼吸酵素の機能変換
日野智也 鳥取大学大学院工学研究科化学・生物応用工学専攻
當舎武彦，城 宜嗣 理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター
Nitric oxide reductase (NOR) is a transmembrane enzyme that catalyzes reductive coupling of two molecules of nitric oxide NO to form
nitrous oxide N2O in microbial denitriﬁcation process. Recently, we solved the crystal structures of two types of bacterial NORs, cNOR
and qNOR. As has been proposed, their overall structures are similar to those of aerobic and microaerobic respiratory enzymes, cytochrome c oxidases, supporting the idea that NORs are classiﬁed as the divergent members of respiratory Heme-Cupper oxidase superfamily. By comparing these structural data in detail, we can brieﬂy describe functional conversion of the respiratory enzyme in their molecular evolution.
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1.

う酵素が一酸化窒素還元酵素（NOR: Nitric oxide re-

はじめに

ductase）である．
われわれ人間をはじめとする地球上の大多数の生物

NOR には大きく分けて 2 種類の微生物由来の酵素

は，
「呼吸」によって生きるためのエネルギーを得てい

が存在する．1 つは脱窒カビ由来 P450 型 NOR であり，

る．呼吸の本質は，食物から得られる電子とプロトンを

1 分子のヘム（鉄―ポルフィリン錯体）が活性中心と

最終電子受容体の還元反応に用い，そこで得られるエ

して働く水溶性酵素である．結晶構造解析や分光学・

ネルギーを ATP 合成につなげることである．最終電子

速度論的解析により，チトクロム P450 としては異例

受容体として酸素 O2 を用いる呼吸を「好気呼吸」とよ

の，NAD(P)H からの直接的な電子 e− とプロトン H+

び，それ以外の呼吸は「嫌気呼吸」と総称する．

の転移による NO 分子の活性化機構が解明された 1)．
一方の脱窒菌由来 NOR は P450nor とはまったく異

脱窒 denitriﬁcation は微生物が行う嫌気呼吸の一種
−

−

で，硝酸イオン NO3 や亜硝酸イオン NO2 を順次還

なったアミノ酸配列をもつ，膜貫通型の酵素である．

元することにより最終的に窒素ガス N2 を生成する過

脱窒菌由来 NOR にはサブユニット構成や電子伝達系

−

−

程 で あ る（NO3 → NO2 → NO → N2O → N2）． 脱 窒

が異なる 3 つのグループが知られており，中でもグラ

は，窒素固定によって大気より地表に取り入れられた

ム陰性細菌の細胞膜上に存在する cNOR がこれまで

窒素原子を再び N2 として大気へと還流させる主要な

に最もよく研究されている．cNOR はペリプラズムに

生物学的反応であり，地球規模での窒素循環において

存在するチトクロム c（cyt c）やアズリンなどの可溶

非常に重要な役割を果たしている．脱窒の各反応は，

性電子伝達タンパク質から受けとる電子を触媒反応に

基本的に基質となる窒素酸化物から酸素原子を 1 つず

利用している 2)．cNOR は，NorB と NorC の 2 つのサ

つ引き抜く反応で，異なる金属酵素がそれぞれ還元触

ブユニットにより構成されており，NorC には電子伝

媒反応を担っている．ところが，脱窒過程のうち一酸

達タンパク質より電子を受け取るヘム c が存在し，

化窒素 NO を亜酸化窒素 N2O に変換する反応は，2

NorB は b 型ヘム 2 分子と非ヘム鉄 FeB を含んでいる．

分子の NO から 1 つの酸素原子を引き抜くことに加

一方，グラム陽性細菌には，ヘム c をもたず，脂溶性

えて，窒素原子間の結合を生成する特異な反応である

電子伝達物質であるキノールより電子を受け取るタイ

（2NO + 2H+ + 2e− → N2O + H2O）．この触媒反応を担

プの qNOR が広く分布している 3)．qNOR はサブユ
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2 つのヘム b を架橋するように，ヘムのプロピオン酸

ニット構造をもっていない．
注目すべきは，嫌気呼吸酵素である NOR のコア部

の間にカルシウムイオン Ca2+ が存在しており，その

位と，好気呼吸の末端酸化酵素であるチトクロム酸化

配位アミノ酸側鎖はどのタイプの NOR でも高度に保

酵素 COX の主要サブユニットのアミノ酸配列が約

存されていることをはじめて見いだした．この配位子

20% の相同性を示し，加えてヘムや非ヘム金属の配

に変異を加えると，NOR の NO 還元活性が著しく低

位子となる 6 つのヒスチジン His がすべての呼吸酵素

下し 9)，Ca2+ 含有量も減少することから，Ca2+ が酵素

で非常によく保存されていることである．これらのこ

機能発現に重要な役割を果たしていることは明らかで

とから，NOR と COX は進化的に関連性が深いと考

ある．昨年報告された Pseudomonas stutzeri 由来 cbb3 型

4)

えられてきた ．すなわち，約 30 億年前に地球上に

COX にも，まったく同じ位置に Ca2+ が存在している

はじめて O2 が出現した前後で，生物の呼吸が窒素酸

ことは興味深い（図 1a 右）10)．一方，他のタイプの

化物や硫黄酸化物の還元から O2 還元へと変化して

COX の同じ位置には，正電荷をもつアミノ酸である

いった痕跡が，NOR と COX の構造に残されている

ア ル ギ ニ ン Arg が 高 度 に 保 存 さ れ て 配 置 さ れ て い

と考えられるのである．

る 11)．ヘム―銅酸化酵素スーパーファミリーにおいて，

われわれは，最近，緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa 由

これら正電荷（Ca2+ あるいは Arg）の具体的な役割につ

来 cNOR（PDB ID; 3O0R）5) と好熱菌 Geobacillus stearo-

いては確定的な結論は得られていないが，細菌由来 aa3

6)

thermophilus 由 来 qNOR（PDB ID; 3AYG, 3AYF） の 結

型 COX での QM/MM 分子動力学法による計算からは，

晶構造解析に成功した．本稿では，これら NOR の構

ヘム間の正常な電子伝達および電子の局在化に決定的

造を概説すると共に，COX との構造比較から見えて

な役割を果たしているとの結果が得られている 12)．

きた，呼吸酵素の分子進化の過程で行われた酵素機能
の変換について議論する．

2.

3.

プロトンチャネル
好気呼吸酵素 COX は，電子 e− およびプロトン H+

全体構造と電子伝達経路

を用いた O2 還元反応と共役したプロトンポンプ機能
cNOR は，12 本の膜貫通 α へリックスからなる NorB

を有している．すなわち，H+ は COX 内部に存在する

と，1 本の膜貫通 α へリックスとペリプラズム側の親

K チャネル，D チャネルとよばれる水分子およびアミ

水 性 ド メ イ ン か ら な る NorC か ら 形 成 さ れ て い た

ノ酸側鎖の水素結合によって形成される経路を通じ

（図 1a 左）
．一方の qNOR は，14 本の膜貫通 α へリッ

て，細胞内（あるいはミトコンドリアマトリックス）

クスと細胞外の親水性ドメインからなる構造であった

から活性中心近傍を経由して膜の外側へ能動的に輸送

（図 1a 中）
．qNOR の 1 本多いヘリックスは，cNOR

され，ATP 合成に必要な膜間の H+ 濃度勾配が形成さ

の NorB と NorC をつなぐ位置に存在している．それ

れる 13)．一方，Shapleigh らは，cNOR による NO 還元

以外は，両 NOR の全体の構造はきわめてよく似てい

反応に必要な H+ はペリプラズム側より供給されると

た（図 1b）
．興味深いことに，qNOR の細胞外親水性ド

いう，COX とはまったく異なる結果を示した 14)．ま

メインは，ヘム c が存在しないにもかかわらず，NorC

た，触媒反応に伴って膜を介した電位差発生も検出さ

類似の cyt c フォールドを示している．両 NOR 間の構

れないことから，NOR はプロトンポンプ機能をもた

造の相互変換の可能性を示唆しているかもしれない．

ず，ペリプラズムから e− と H+ を受け取り NO 還元反

図 1a に酸化還元中心である 2 つの b 型ヘムと非ヘ

応に用いると示唆されていた 15)．

ム金属，ヘム c あるいはキノン類似体 HQNO（2-Heptyl

実際に cNOR の結晶構造からは，COX の D および

hydroxyquinoline N-oxide）の位置を示した．ヘム b3 と

K チャネルに対応する領域には，疎水性アミノ酸が多

非ヘム金属が複核金属中心を形成し，ここが NO 還

く存在し，プロトンチャネルとして機能しうる水素結

元反応の活性中心である．ちなみに，明瞭な電子密度

合ネットワークはまったく見いだせなかった．反対

から qNOR のキノン結合部位を同定することができ

に，NorB サブユニットと NorC サブユニットの境界

たことは，キノール酸化酵素においては，はじめての

には多数の水分子が認められ，これらの水および極性

報告例である．cNOR のヘム c からヘム b を経て複核

アミノ酸残基を含む水素結合ネットワークがペリプラ

中心にいたる電子伝達経路と，qNOR におけるキノー

ズムから活性中心近傍までつながっている経路を見い

ルから複核中心への電子移動経路は，対応する COX

だすことができた（図 1a 左）．この構造的特徴は，

7)

あるいはキノール酸化酵素 8) と同じであった．また，

以前の実験結果とまったく一致していた．
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図1
（a）cNOR（左，PDB ID 3O0R），qNOR（中，同 3AYG）），cbb3 型 COX（右，同 3MK7）の結晶構造．cNOR および cbb3 型 COX のヘム c 含有
サブユニットを青色で示した．比較のため cbb3 型 COX では di-heme サブユニットを消去して表示した．水分子を赤丸で示し，推定される
プロトン輸送経路を破線矢印で表した．（b）細胞外領域から見た cNOR（上）と qNOR（下）の膜貫通ヘリックスの配置．

ところが，qNOR には，細胞外側へと続くプロトン
チャネルは見いだされず，COX の K チャネルに相当
する位置に多数の水分子と極性アミノ酸残基が並んで
いた（図 1a 中）
．cNOR とまったく異なる構造であっ
た．これらのアミノ酸残基に変異を加えると，NO 還
元活性が低下することから，反応に必要となる H+ の
輸送経路として機能することが強く示唆された．分子
動力学計算では，qNOR においては細胞内側からの

図2
cNOR（a）とウシ心筋由来 aa3 型 COX（b）の活性中心の構造．

+

H 供給を支持する結果が得られているが，現在，よ
り詳細な実証実験を行っている．同じ NOR でありな
がら触媒 H+ の輸送経路が異なるのは，興味深い発見

NO 還元反応を行うと考えられる．一方，COX の非ヘ

である．今回の発見が，両 NOR のどのような機能的

ム金属は銅 CuB に置き換わり，NOR 同様 3 つの His

相違に対応するものかは不明であるが，COX による

が配位する一方で，Glu に相当する部分はチロシン

エネルギー変換の本質であるプロトンポンプ機能が，

Tyr となっている（図 2b）
．この Tyr は，COX において

その分子進化の過程の中でいかにして獲得されたのか

e− や H+ の授受にかかわると予想される非常に重要な

を解明する糸口となるものと期待される．

残基であり 16)，そのフェノール基は CuB に配位する
His の 1 つと共有結合することで，CuB の平面配位構

4.

造を安定化している．なぜ，非ヘム金属として NO 還

活性中心構造と触媒反応機構

元には FeB が，O2 還元には CuB が必要なのか？ この
COX および NOR の複核金属中心は，ヘム 1 分子

疑問には，残念ながら結晶構造だけからは答えること

（COX ではヘム a3，NOR ではヘム b3）とこれに近接

はできない．しかし，それぞれの呼吸酵素の非ヘム金属

した非ヘム金属で構成される．cNOR の非ヘム金属部

の配位アミノ酸残基が，金属配位構造を安定化するよ

位には鉄 FeB が位置し，3 つの His およびグルタミン

うに機能していることは興味深い．NOR と COX の非

酸 Glu が 配 位 す る 三 方 両 錐 型 配 位 構 造 で あ っ た

ヘム金属の配位構造の関係は，アミノ酸配列の置換

（図 2a）
．この Glu は，すべての NOR において高度に

が，立体構造の変化を誘起し，金属を選択し，酵素機能

+

保存されており，NO 還元反応に用いられる H の最

の変換につながったことを示す好例であるといえよう．

終供与体と考えられている．qNOR の結晶構造は非ヘ

さて，NOR による NO 還元反応は，2 分子の NO が

ム金属位置に亜鉛 ZnB が配置された不活性型であっ

この複核活性中心の鉄に配位し短寿命反応中間体（寿

た．しかし，精製の途中段階では，非ヘム金属位置に

命は 1 ミリ秒程度）を生成することから始まる．この

鉄が結合した qNOR も含まれ，cNOR と同等の活性

反応中間体における NO の鉄への配位の仕方には，

を示すことから，qNOR も cNOR と同一の機構により

3 つの可能性が指摘されてきた（図 3）17)．われわれ
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る こ と や， 土 壌 細 菌 の NOR に よ る N2O の 産 生 は，
地球温暖化やオゾン層破壊の主原因であることから，
NOR は呼吸酵素の分子進化の観点のみならず，医科
学や環境科学の分野からも注目されている．NOR の
構造を基盤にした分子メカニズム解明をとおして，こ

図3
提案されている NOR による NO 還元反応中に現れる反応中間体の
推定構造．

れらの方面にも寄与していきたいと考えている．
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おわりに

當舍武彦

以上のように，今回，2 種類の脱窒菌由来 NOR の
結晶構造を決定し，その共通性と相違，さらには進化
的関係が指摘されている COX ファミリーとの構造比
較を行うことで，生命にとって最も重要な機能である
呼吸を司る酵素の機能獲得，あるいは機能変換につい
て考察することが可能となった．さらに，一部の病原
城 宜嗣

菌が qNOR を有し，その生存のためにホストのマク
ロファージが産生する抗菌ガス NO を無毒化してい
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総説

クライオ電子線トモグラフィ法による真核生物鞭毛の
立体構造解析
石川

尚

スイス連邦共和国パウル・シェラー研究所

Flagella and cilia are bending organelles, which generate cellular movements or extracellular fluid. Flagella and cilia from various organisms share the common “9  2” structure in which nine microtubule doublets surround two singlet microtubules and are linked by dynein motor proteins. However the mechanism to integrate the sliding motion of dynein into well-orchestrated bending was unknown.
We have been working on structural analysis of flagella/cilia by electron cryo-tomography to elucidate the mechanism of bending motion. In this article we overview recent progress of understanding flagellar/ciliary bending motion, especially by our analysis of dynein
arrangement and nucleotide-induced conformational change of dynein molecules in situ.
flagella / cilia / dynein / cryo-EM / electron tomography / ATPase

1.

真核生物の鞭毛・繊毛
真核生物の鞭毛・繊毛は屈曲運動によって細胞運動

や細胞外液の流動を起こす小器官である．精子の鞭毛
の他，気道や脳内の繊毛，左右決定にかかわるノード
の繊毛など，生体内でさまざまな役割を担っている
が 1)，これら鞭毛・運動性の繊毛のほとんどが，9 本
の周辺微小管 2 量体が 2 本の中心微小管のまわりに車

図1
緑藻クラミドモナスの微分干渉顕微鏡像（左）と断面の模式図
（右）（左図に断面の位置を表示）．

輪状に配置する，いわゆる「9  2」構造をとってい
る．隣り合う周辺微小管はダイニンで，また中心微小
管と周辺微小管 2 量体は Radial Spoke というタンパク
質複合体で連絡している（図 1）．鞭毛内には多数（ク

ウムイオン濃度などの条件によって異なる屈曲波形を

ラミドモナスの場合は 16 種類）のダイニンのアイソ

取るが，波形の決定機構もわかっていない．

フォームがあり，これらは外腕と内腕という複合体を

本稿では近年の鞭毛・繊毛研究のうち，筆者のグ

形成している（図 1 右）2)．ATP 加水分解型分子モー

ループで明らかになった in vivo 構造研究を中心に概

ターであるダイニンによる周辺微小管 2 量体の滑り運

観する．なお，真核生物の鞭毛と運動性繊毛は構造・

動が鞭毛の屈曲運動の源であることは明らかである

機能を共有し同じ小器官といっていい．ここではおも

が，ダイニン分子自体の力発生メカニズムが未知であ

に緑藻クラミドモナスの鞭毛を扱うこともあり，鞭毛

るのみならず（最近進展をみた結晶解析

3), 4)

がヌクレ

という名称で統一する．

オチド結合型にまで及べばこの 4500 残基を超える巨
大分子の仕組も解明されるのではと期待される）
，ダ

クライオ電子線トモグラフィ法

2.

イニンによる微小管の滑り運動がどのようにして鞭毛
全体の屈曲に統合されるのかにいたってはまったく未

真核細胞の鞭毛のように複雑な系の分子レベルでの

知といってよい．また 9  2 構造という共通の設計を

機能解明をめざすには，抽出した分子を in vitro で解

もちながら，鞭毛・繊毛は種によってあるいはカルシ

析するだけではなく，多数の構成分子の相互作用，

3D Structure of Flagella/Cilia in Eukaryotes Revealed by Electron Cryo-Tomography
Takashi ISHIKAWA
Biomolecular Research Laboratory, Paul Scherrer Institute, Switzerland
※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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ネットワークを解析する必要がある．10 年程前に開

ば筆者らの研究では 2 度間隔で 60 度から 60 度まで

発された電子線トモグラフィ法 はこのような目的に

の計 61 回）照射することになる．アラインメントに

最適の方法である．通常のクライオ電顕法と同様，液

十分なコントラストを得ようとすると，1 つのトモグ

体エタンなどの冷媒で急速凍結し（2 ミクロン以上の

ラフィを得るのに単粒子解析の 2-3 倍の電子線損傷に

厚い試料の場合は高圧凍結と凍結切片が必要になる）
，

なる．最近になって，CMOS を用いたダイレクトカ

アモルファス状の氷に包埋された生物試料を透過型電

メラが開発され（今までの電顕用カメラは，蛍光板で

子顕微鏡内で傾斜しながら撮像する．生物試料のコン

一旦電子を光に変換したあと CCD や CMOS で読み

トラストは低く，また連続撮像に耐えるように 1 回の

込んでいた）感度・解像度共に飛躍的な向上が期待で

電子線照射は通常のクライオ電顕法より低い（した

きるようになった 6)．筆者は，このブレークスルーで

がって感度の高いカメラが必須である）．このため連

トモグラフィ法の分解能は格段に上がるが，2 次構造

続撮像された電顕像を再投影して得られた立体構造

を見るような構造解析のためにはやはり，単粒子解析

5)

や結晶解析との組み合わせが不可欠と考えている．

（トモグラム）は非常に S/N 比が悪い（図 2）．トモグ
ラム中に同じ構造が存在する場合はその構造を切り出
して（サブトモグラム）互いの向きを計算で合わせて

クラミドモナス鞭毛の全体像

3.

（アラインメント）平均する．鞭毛の構造解析におい

われわれは鞭毛中でのダイニンの分子配置と構造，

ては，ダイニン外腕の 24 nm，内腕や Radial Spoke の
96 nm の周期性，9 本の周辺微小管 2 量体の対称性（こ

その力発生に伴う変化を探るために，緑藻クラミドモ

の対称性は厳密ではないことは後述する）を利用して

ナスの鞭毛を試料としてクライオ電子線トモグラフィ

平均化が可能となった．

を行った．

現在のところ，クライオ電子線トモグラフィ法の分

上述のようにクライオ電子線トモグラフィ法を行う

解能は 30 Å 程度にとどまっている．単粒子解析が（対

には電子線が透過するように薄い試料が必要である

称性のない分子でも）構造の多形性さえ克服できれば

が，真核生物の鞭毛（径 0.3 ミクロン）はこの手法に適

2 次構造の認識が可能となる 7-8 Å の分解能を得られ

している．単離した鞭毛でも ATP によって屈曲運動

るのに対し，トモグラフィの分解能では分子の同定は

を起こせるのも動的構造解析を行うのに都合がいい．

できない．われわれの研究のように特定の分子を欠く

クライオ電子線顕微鏡法とサブトモグラム平均で

変異株を用いるか，または抗体などの標識で細胞内や

3 次元再構成された鞭毛の構造を図 3 に示す．鞭毛に

複合体内の分子の位置を特定せねばならない．分解能

共存する多数のダイニン（アイソフォーム）はリング

を制約する最大の要因は電子線損傷である．S/N 比の

状頭部・ストーク・尾部という基本構造を共有するも

向上のためには電子線量を上げねばならないが，電子

のの（ダイニンの基本構造については文献 7 参照）
，

線照射は損傷による分解能の低下を引き起こす．一

特に尾部で配列が大きく異なり，機能的にも速度が異

方，低線量下では S/N 比が下がりアラインメントの

なる上，あるダイニン上の微小管が真っ直ぐにすべる

精度の低下が分解能を制約する．単粒子解析では粒子

のに対し他のダイニン上では微小管にトルクがかかる

を認識できる電子線量を一度だけ照射すれば十分なの

といった違いが報告されている 2)．
得られた平均トモグラムの中には 11 箇所でリング

に対し（結晶質の試料の場合は分子配列によって S/N
比を向上させられるのでさらに低電子線量で構わな
い）
，トモグラフィ法では同一試料に何度も（たとえ

図3
電子線トモグラムから抽出・平均して得られた周辺微小管 2 量体
と結合タンパク質の 3 次元像．

図2
クラミドモナス鞭毛のクライオ電子顕微鏡像（左）とトモグラム
からの断面（右）．バーは 100 nm．
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図4
トモグラフィによってわかった微小管 2 量体上でのダイニンの配
置．内腕ダイニンのリングを赤（尾部は青），外腕を青，内腕のア
イソフォームは文字で示した．2 本の微小管（中央・右）は他の
7 本（左）とは異なる内腕ダイニンの配置をもつ．微小管の番号
は図 1 右に示した通り．

図5
ADP とヴァナジン酸存在下（ADP.Vi）で得られた鞭毛とヌクレオ
チド非存在下で得られた鞭毛のトモグラム中の外腕ダイニン．
（左上）ADP.Vi 型構造．（左下）非結合型構造．（中央）微小管に
平行な切断面．ダイニン 1 分子のドメイン（リング状頭部・尾部・
ストーク）が見える．（右上）2 つの構造のトモグラム中での分布．
赤が ADP.Vi 結合型．青が Apo 型．（右下）模式図．ダイニンが一
斉に構造変化すると微小管の平行運動しか起きないが，2 つの構
造が共存すると屈曲が起きる．文献 14 より改変．

と尾部からなるダイニン状構造が見られる．クラミド
モナス・ゲノムセンター（デューク大学）から得たさ
まざまな変異株の構造を比較することで，生化学的に
同定されているダイニンのアイソフォーム 8) と対応さ
せることができ（詳細は文献 9）それぞれのアイソ
フォームの「指定席」が明らかになった（図 4 左）
．
外腕において 3 分子のダイニンが縦に積み重なってい

うことはキネティクスによって示されている 13) ので，

るのに対し ，内腕では 8 分子のダイニンが微小管に

力発生に伴うダイニンの構造変化を見るには，ATP 型

沿って並んでいる．これらのダイニンはリングを鞭毛

（または ADP.Pi 型）と Apo 型（または ADP 型）を比較

基部側（すなわち微小管の−端）に，尾部を鞭毛先端

すればよい．われわれは加水分解されない ADP.Pi ア

10)

側（微小管の＋端）に向けるように並んでいる点で共

ナログである ADP ヴァナジン酸（ADP.Vi）存在下にお

通するが，一方リングの方向には微妙な差異がある．

けるクラミドモナス鞭毛の電子線トモグラフィを行っ

ゲノムレベルで確認された 16 種類の鞭毛ダイニンの

た．平均像によるとほとんどのダイニンが ADP.Vi 存

うち，11 種類だけが構造で同定されたわけだが，マ

在下で Apo 型より 8 nm 程度鞭毛基部側に位置してい

イナーダイニンとよばれる残りのダイニンのいくつか

る（図 5 左）14)．

は基部周辺に局在していることが報告されている 11)．

ダイニンの力発生のメカニズムとして「回転説」と

詳細な 3 次元構造解析によって，クラミドモナス鞭

「ウィンチ説」の二説が提唱されていた．
「回転説」は

毛の 9 本の周辺微小管上のダイニンの配列は厳密に対

単離され負染色された内腕ダイニン分子の平均電顕像

称なわけではないことが明らかになった．7 本の微小

を ADP.Vi 存在下と非存在下で比較し，尾部が固定さ

管 2 量体上のダイニンの配置は同一である（図 4 左）

れていると仮定した場合ストークとリングが回転する

一方，1 本は 8 分子のうち 1 つの内腕ダイニンを欠き，

ように見えることに基づいている 15)．一方上野らは外

もう 1 本では 3 分子の内腕ダイニンが欠失もしくは異

腕ダイニンを微小管上に再構成し，ADP.Vi 存在下・

常な構造をとっている（図 4 中央と右）．クラミドモ

非存在下でストークの向きに変化が見られないこと，

ナスは 2 本鞭毛をもつが，これら例外的配置をもつ微

尾部の構造に違いがあることから，リング・ストーク

小管 2 量体はそれぞれの鞭毛の中でもう 1 本の鞭毛に

の回転は起こらず，尾部の構造変化に伴ってリング・

対する側（内側）に位置しており（図 1 右の微小管 1

ストークが平行移動して隣接する微小管を引っ張ると

と 9）
，鞭毛の内側は外側よりダイニンの数が少ない

いう「ウィンチ説」を支持した 16)．われわれの結果で

ことを示している．これが，2 本の鞭毛の内側が外側

もストークの回転は見られず「ウィンチ説」が実際の

より滑り力が弱いことを意味しているとすると，クラ

鞭毛の中でも正しいことを示している（図 5 中央）
．

ミドモナス鞭毛の平泳ぎ状の非対称波形（図 1 左）が
説明できるのである 12)．

5. 鞭毛内におけるダイニン構造のクラスター形成
「ウィンチ説」は隣接する周辺微小管 2 量体の滑り

4. ダイニン分子のヌクレオチドによる構造変化

運動を説明したが，微小管の屈曲機構は説明できな

次に，ATP 加水分解による力発生の際にダイニン構

い．われわれは鞭毛内における外腕ダイニンを立体構

造がどのように変化するかを見てみよう．ダイニンの

造に基づいて分類した．この結果，ヌクレオチド非存

力発生が ATP 加水分解に続く無機リン酸の放出に伴

在下では予想通りすべての外腕が Apo 型構造を取る
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のに対し，ADP.Vi 存在下の鞭毛中では Apo 型外腕と
ADP.Vi 結合型の外腕が共存することがわかった

む Radial Spoke 内での分子ネットワークについてクラ

14)

イオ電子線トモグラフィ法で解析を行ったが 18)，さら

．

軸糸を構成する周辺微小管 2 量体に沿って列をなす

に網羅的な分子配置の解明が望まれる．

外腕には Apo 型と ADP.Vi 型が共存する．そしてこれ
謝 辞

ら 2 種類の構造はランダムに現れるのではなく，クラ
スターを形成するのである（図 5 右上の 3 つのパネ

本稿で述べた研究は，筆者の研究室の Khanh Huy

ル）．すなわち，ADP.Vi 型が続く部分（赤アスタリス
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上記のように，クライオ電子線トモグラフィ法に
よって，従来の構造生物学ではわからなかった巨大分
子複合体の小器官内での構造や相互作用，さらにはそ
の動的構造変化を調べることができるようになった．
つまり，クライオ電子線トモグラフィ法は分子生物学
と細胞生物学を橋渡しする位置にあり，また 3 次元で
分子ネットワークを記述できる，いってみれば 3 次元
システム生物学を提供できる手法である．
石川 尚

本稿では，クラミドモナス鞭毛におけるダイニンの
配置と構造に限定して述べたが，鞭毛は 300 種類以上
のタンパク質からなり 17)，前章に述べたダイニンの機
能は他のタンパク質の調節を受けて起きている可能性
が高い．最近筆者らはカルシウム結合タンパク質を含

石川 尚（いしかわ たかし）
シニア･サイエンティスト，パウル・シェラー研
究所（スイス）
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研究員，98-2004 年，米国 NIH 博士研究員，0410 年，スイス連邦工科大学チューリヒ校（ETH
Zurich）グループリーダーを経て 10 年より現職．
研究内容：モータータンパク質の電子顕微鏡によ
る構造解析
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Scherrer Institute, CH5232, Villigen PSI, Switzerland
E-mail: takashi.ishikawa@psi.ch
URL: http://www.psi.ch/lbr/takashi-ishikawa

総説

193

目次に戻る
生物物理 52（4），194-195（2012）

トピックス

リガンド結合に伴うタンパク質立体構造変化の
分類と注釈付
雨宮崇之

1.

名古屋大学大学院情報科学研究科

るという因果関係に注目した．そのため低分子リガン

はじめに

ドが結合した立体構造としていない立体構造のペアを

タンパク質の立体構造は構造を維持する相互作用の

抽出した．配列冗長性を省くため Structural Classifica-

大部分が非共有結合性であるために，きわめて柔軟な

tion Of Proteins（SCOP）6) のファミリーから代表の立

構造をもっている．そのため，リガンド分子などとの

体構造変化を選択した結果，低分子リガンドの結合に

結合に伴い，形成される分子間相互作用に最適に対応

伴う立体構造変化を 839 種類の代表にしぼった．

するように立体構造は容易に変化する．タンパク質機

タンパク質の立体構造変化は，全体運動であるドメ

能発現にはこうした立体構造変化が非常に重要であ

イン運動，ループなど局所的なローカル運動，ゆらぎ

る．たとえば，リン酸転移反応を可逆的に触媒するア

の範囲内にあって立体構造変化が見られないもの，そ

デニル酸キナーゼは酵素活性の発現が立体構造変化と

の他の運動の 4 種類に分類した．これらの立体構造変

共役して起こることがよく知られている．現在，その

化をリガンド結合との因果関係に注目して分類を行っ

ような機能発現に伴うタンパク質の立体構造変化は数

た．因果関係は，図 1 のように立体構造変化を 2 つ

多く報告されているが，それぞれの構造変化の研究は

の部分の相対運動ととらえて，リガンド結合部位が相

個別の情報に留まり，全体を概観できるようには集約

対運動をする両方の部分と相互作用するところにある

されていないのが現状である．これまでに立体構造変

ときに因果関係有り，そうでないときは無し，と定義

化の情報を整理して，タンパク質の運動の特徴を分析

した．この分類の過程で，リガンドをタンパク質内部

し理解しようとする試みは，MolMovDB, DynDom non-

に結合しているが，有意な動きを示さない

redundant database などのデータベースとして存在する

ligand motion

が，リガンド分子結合との関係，最新の構造情報に対

ス（104 種類）を見いだした．このクラスは，リガン

応していないなど，いずれも情報が限定的である

．

ドがタンパク質内部に結合するためには何らかの開閉

1)-3)

われわれはタンパク質の立体構造変化に関して，タ
ンパク質の立体構造データベース Protein Data Bank
（PDB）から網羅的に情報を集め，分類と注釈付を行
い，データベース化した 4)．さらに，データベースを
Protein Structural Change DataBase（PSCDB; http://idp1.
force.cs.is.nagoya-u.ac.jp/pscdb/）として Web 上で公開し
た 5)．本稿では，われわれのデータベース，分類，注
釈付の方法，データベース解析によりわれわれが得た
知見を紹介する．
2.

Burying

という多数のタンパク質からなるクラ

立体構造変化データベースの構築と分類

PDB における立体構造変化の同定は，同一のタン
パク質（配列相同性 95% 以上）の立体構造のペアを
網羅的に作成するところから始まる．われわれは立体

図1
立体構造変化の分類の図．

構造変化が低分子リガンド結合によって引き起こされ

Classification and Annotation of the Protein Structural Change upon Ligand Binding
Takayuki AMEMIYA
Graduate School of Information Science, Nagoya 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．
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運動が伴う必要があるところから，結晶構造では観察
されないものの立体構造変化をするタンパク質である
と分類した 4), 5)．
3.

線形応答理論による立体構造変化のモデルの適用

リガンド結合に伴う立体構造変化は，タンパク質構
造変化の線形応答理論によって予測することができ
る 7)．この理論の妥当性とその限界が網羅的なデータ
ベース解析で明瞭に示された．図 2 にあるようにリ
ガンドがドメイン間の溝に入り，ドメイン同士が近づ
く運動（閉じる運動とよぶ；ドメイン間の距離の変化
が負）は，ドメイン運動の大多数を占め，線形応答理
論は正しい予測を与える．運動は線形的（リガンド非
結合状態のゆらぎが結合時の運動を決める）であるこ
とを示している．逆に 2 つのドメインの相互作用を引
きはがしてその間にリガンドが割り込む結合のしかた
（開く運動；ドメイン間の距離の変化が正）では，線形

図3
酵素の運動の分布．

応答理論は正しい予測を与えない．運動は線形的でな
いとして理解できる．さらに大きな運動を伴うもの

必要とするために，むしろ外部に露出している必要が

（再配置運動）も，同様に線形の領域を越えた運動で

ある．そのためリガンドはタンパク質表面のポケット

あり，線形応答理論では予測できない．

に結合し，それに伴う運動は必要ないため，運動しな

リガンド結合に伴うローカル運動には，構造形成を

いか，あったとしてもローカル運動に限られる 5), 8)．

伴う運動（ディスオーダー―オーダー転移， へリッ
クス―コイル転移）が多くの割合で含まれていた（約

謝

60%）4)．
4.

辞

この研究は木寺詔紀先生，池口満徳先生，渕上壮太

酵素機能と基質結合に伴う立体構造変化

郎先生（横浜市大）
，太田元規先生，小池亮太郎先生
（名古屋大）と共同で行われました．ここに感謝の意

図 3 にて Enzyme Commission（EC）number による機

を表したいと思います．

能と運動の関係を示した．図 3a のドメインの閉じる
運動は，他の運動と比較して，E.C. 2 である転移酵素

文

が最も多い．転移酵素では基質が反応する環境が，周
りの水から遮蔽されている必要があり，これはドメイ
ンの閉じる運動で実現されていると理解することがで
きる．それに対して，加水分解酵素は酵素反応が水を

図2
（a）Maltose-binding domain の例．立体構造変化を赤色，線形応
答理論の計算結果を緑色で示した．相関係数は 0.96．（b）ドメイ
ン運動における線形応答理論の適応結果．横軸は平均距離変化
で，縦軸が相関係数である．○が閉じる運動，△が開く運動，×
が再配置運動を表す．
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アクチン・ミオシン結合の計算機実験
高野光則

1.

早稲田大学・先進理工学研究科・物理学及応用物理学専攻

分子間相互作用を用いて分子動力学計算を行えば，上

はじめに：計算機実験

記 3 つの視点を保ちつつ，計算時間の問題もクリアで

印象に残っている学生実験が 2 つある．1 つは三崎

きる可能性がある．そこでわれわれは in vitro 1 分子実

（三浦半島）での臨海実習で，のどかな海辺の実験所

，アクチン上での
験系 6) を計算機の中に構築し（図 1a）

で磯の生物の採取やウニ卵を観察した．後で読んだ團

ミオシンの振る舞いを in silico 観察することにした 2)．

勝磨さんの「ウニと語る」1) に描かれた真摯な研究者

in vitro 系を模してミオシン尾部には x, y 方向に復元力

の姿と重なって印象に残っている．もう 1 つが強磁性

をかけ，ミオシンが z 方向にのみ自由に動けるように

体の計算機実験である．Ising モデルを用いたモンテ

してミオシンの動きを追った（図 1b, c）
．すると 2 つの

カルロ計算だったが，計算の進行とともにスピンのパ

特徴が見えてきた．ステップ状のブラウン運動（ステッ

ターンが複雑に変わっていく様，温度を変えて秩序変

プ幅は約 5.5 nm）と正味の一方向性（すなわち力発生）

数が急激に変わる様はまさに

である．これらは in vitro 実験の結果 6) と酷似する．

実験

そのものであっ

計算機実験の長所（特に②）を生かしてさらに解析

た．これが私の計算機実験の原体験になっている．
以下の章では分子モーターとして機能するアクチ
ン―ミオシン系について，計算機実験によるわれわれ
の最近の研究 2), 3) を紹介する．
2.

アクトミオシンの in silico 1 分子観察

夏の学校の講義 4) などを通じて分子モーターのルー
スカップリング機構 5) が気になっていた折，柳田グ
ループによる 1 分子実験に接した 6)．ミオシンがアク
チンフィラメント上を約 5.5 nm のステップ幅で一方
向的にブラウン運動する様がはっきり示されていた．
この結果はルースカップリング機構を強く示唆し，そ
の物理的実体についても想像をかき立ててくれた．
ルースカップリング機構の物理的実体の解明のため
には，①タンパク質分子の立体構造，②分子間の物理
的相互作用，③分子の熱運動（ダイナミクス）
，の
3 つの視点が同時に必要になる．これらを原理的に満
たす研究手法の 1 つが 計算機実験 である．しかし，
アクトミオシンはタンパク質だけでも原子数 10 万を
こえる巨大な系であり（周囲の溶媒も含めるとさらに
図1
（a）計算機実験の系．アクチンフィラメントの両端には復元力を
かけて空間固定．ミオシン尾部には x, y 方向のみに復元力がかけ
てある．（b）ミオシンの重心 z 座標（zM）の時間変化．独立に行っ
た多数回の観測結果（灰色線）が示されている．黒線上のスナッ
プショットを（c）に示す．（d）アクチン―ミオシン相互作用のエ
ネルギー地形（点線は 非対称ファネル を表す）．

10 倍以上）
，全部の原子の自由度をまともに扱おうと
すると世界最速スパコンでもまったく歯が立たない．
これを克服するためさまざまな試みがなされてい
る．その 1 つがタンパク質モデルの粗視化である 7)．
アミノ酸残基レベルで粗視化したタンパク質モデルと
In Silico Experiment of Actin-Myosin Binding
Mitsunori TAKANO
Department of Pure and Applied Physics, Waseda 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．
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を進めると，アクチン・ミオシン間の相互作用エネル

そこでアクチン・ミオシン結合の in vitro 滴定実験 9)

ギー地形に 2 つの特徴があり（図 1d に示す約 36 nm

に対応する in silico 実験を行った 3)．相互作用を切り

間隔の

とその中の約 5.5 nm 間隔

分けて議論するため，あえてアクチン・ミオシン間の

の小盆地）
，これらがミオシンの運動の 2 つの特徴を

分子間引力を静電相互作用のみとした（実現困難な状

生んでいることがわかった．そして，このエネルギー

況を容易に作り出せるのも計算機実験の利点）
．微小

非対称ファネル

地形には静電相互作用が本質的に寄与していることが

な球状カプセルにアクチンとミオシンを閉じこめた系

示された（同様の結果が微小管と相互作用する KIF1A

（図 2a）を長時間観測すると可逆な結合解離ダイナミ

の計算機実験でも得られている 8)）．

クスが見られる（図 2b）
．カプセルサイズを変化させて

静電相互作用の寄与はアミノ酸変異実験によっても

滴定曲線を求め，解離定数と結合自由エネルギー G 0

早くから指摘されてきた（須藤らの先駆的研究）
．ア

を算出した（図 2c, d）
．すると in vitro 実験と同様の

ミノ酸変異は in silico でも可能である．そこで，ミオ

温度上昇に伴う結合親和性の増加が観測された．引力

シン loop 2 とアクチン N 末の荷電アミノ酸（図 2a も

は静電引力のみにもかかわらず，である．その理由は

参照）に変異をかけてみた．すると，ファネルの非対

―水の誘電率の温度依存性にある．一方，G 0 の定

称性が弱まり（底も浅くなる），ブラウン運動の一方

量的な不一致はタンパク質周囲の水の誘電率がバルク

向性が消失することがわかった ．

の値と異なる（小さい）可能性を示唆する 3)．

2)

3.

アクチン・ミオシンの in silico 滴定実験

生体分子 in silico 実験の要衝：分子間相互作用

4.

アクチン・ミオシン結合に別の角度から切り込んだ

以上，アクチン・ミオシン結合に関する 2 つの計算

計算機実験 をつぎに紹介する．アクチン・ミオシン

機実験を紹介したが，実はアクチン・ミオシン間の

3)

間の結合親和性は塩濃度上昇とともに低下し，かつ，

強結合状態

を捕らえきれていない．水は静電のみ

温度上昇とともに増加する 9)．前者は先述の静電相互

ならず疎水相互作用にも深く関与する．特に水の粒子

作用の寄与と矛盾しないが，後者は結合時のエントロ

性の効果 10) や水の密度ゆらぎの効果も注目すべき点

ピー利得を意味し，通常は疎水相互作用の寄与と考え

である．アクチン・ミオシン間相互作用の物理的理解

られるため，前者と矛盾するようにも見える．これは

が深まれば，それは他の多くの生体分子間の相互作用

分子間相互作用の本質にかかわる重要な問題である．

にも通じるであろう．また，より複雑で大規模な生体
分子システムの計算機実験にも不可欠なものである．
本稿前半は寺田智樹，笹井理生の両氏（名大）
，後
半は岡崎圭一氏（米 NIH）
，佐藤昂人君（早大）との
共同研究であることを最後に記しておく．
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Katoh, T., Morita, F. (1996) J. Biochem. 120, 189-192.
Amano, K. et al. (2010) J. Chem. Phys. 133, 045103.
高野光則（たかの みつのり）
早稲田大学先進理工学研究科物理応物専攻教授．
東大陶山研助手等を経て現職．
研究内容：分子機械の動作機構，分子間相互作用，
天然変性タンパク質の分子認識機構
連絡先：〒 169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1
E-mail: mtkn@waseda.jp
高野光則
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変形する鍵穴
西増弘志

1.

東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻

され，FBPA/P は通常の FBP アルドラーゼと同様の反

はじめに

応機構をもつことが示唆された 1)．しかし，筆者らが

酵素は特異的な生化学反応を触媒し，基質と酵素の
関係は

鍵と鍵穴

過去に決定していた結晶構造において Lys232 は酵素

一

活性部位と遠く離れており，FBPA/P が 1 つの酵素活

という常識は FBP アルドラーゼ / ホス

性部位で 2 つの反応を触媒しているのかどうか，ま

ファターゼ（FBPA/P）に関する最近の研究によって

た，もしそうだとしたらどのような分子機構によるも

覆されることとなった．

のなのかは謎に包まれていた．

酵素一反応

2.

に例えられる．しかし，この

FBPA/P は 2 つの反応を触媒する

3.

FBPA/P は，ジヒドロキシアセトンリン酸（DHAP）

FBPA/P は変形する

通常の FBP アルドラーゼにおいて Lys 残基と DHAP

とグリセルアルデヒド 3-リン酸（G3P）からフルク

がシッフ塩基を形成した反応中間体の結晶構造が報告

トース 1,6-ビスリン酸（FBP）への FBP アルドラーゼ

されていた．そこで，シッフ塩基中間体をとらえるこ

反応，および，FBP からフルクトース 6-リン酸（F6P）

とをめざし，ST0318 を DHAP 存在下で結晶化し，X

への FBP ホスファターゼ反応，という糖新生経路の

線結晶構造を決定した（PDB ID：3R1M）
（図 1c）4)．期

2 つの異なる反応を触媒する（図 1a）1)．FBPA/P は古

待どおり，結晶構造中で Lys232 は DHAP とシッフ塩

細菌や好熱性細菌に特異的なクラス V FBP ホスファ

基を形成しており，この結晶構造は FBPA/P のアルド

2)

ターゼとして 2002 年にはじめて同定された ．2004

ラーゼ型をとらえていることが示された．ホスファ

年，筆者らは，好酸好熱性古細菌 Sulfolobus tokodaii に

ターゼ型構造中の FBP と同様に，DHAP は 2 つのプ

由来するクラス V FBP ホスファターゼ（ST0318 タン

ロトマー間の酵素活性部位に結合していた．したがっ

パク質）の X 線結晶構造を FBP との複合体として決

て，FBPA/P は同一の酵素活性部位で 2 つの反応を触

定し，クラス V FBP ホスファターゼは新規フォール

媒することが証明された．アルドラーゼ型とホスファ

ドをもち，環状のテトラマーが 2 つ重なったオクタ

ターゼ型の全体構造はほとんど同じだったが，酵素活

マ ー 構 造 を も つ こ と を 明 ら か に し た（PDB ID：

性部位を形成する 3 つのループ領域（ホスファターゼ

1UMG）
（図 1b） ．2 つのプロトマー間の酵素活性部

ループ，アルドラーゼループ，C 末端ループ）の構造

3)

2+

位に FBP と 4 つの Mg が結合しており，ホスファター

が著しく異なっていた．ホスファターゼ型では，ホス

ゼ反応に Mg2+ が関与することが示唆された．この結

ファターゼループと C 末端ループが FBP と相互作用

晶構造は FBPA/P のホスファターゼ型をとらえたもの

していたが，アルドラーゼループは FBP とは相互作

であるが，もちろんその当時は知るよしもなかった．

用していなかった（図 1b）
．それに対し，アルドラー

そ の 6 年 後 の 2010 年， 驚 く べ き こ と に， ク ラ ス V

ゼ型では，ホスファターゼループと C 末端ループは

FBP ホスファターゼは FBP アルドラーゼ活性ももつ

DHAP とは相互作用せず，アルドラーゼループが酵素

1)

ことが偶然に発見された ．クラス V FBP ホスファ

活性部位に近づき Tyr229 と Lys232 が DHAP と相互作

ターゼは常識に反して，アルドラーゼ活性とホスファ

用していた（図 1c）
．Tyr229 はアルドラーゼ活性に必

ターゼ活性の両方をもつ二機能性酵素 FBPA/P だった

須だったがホスファターゼ活性に関与しなかった．し

のである．生化学的解析により，保存された Lys 残基

たがって，Tyr229 は通常の FBP アルドラーゼの Glu

（S. tokodaii FBPA/P の Lys232）がアルドラーゼ活性に

残基のように酸塩基触媒としてはたらくことが示唆さ

必須であり，DHAP とシッフ塩基を形成することが示

れた．ホスファターゼ型では FBP の 1 位リン酸基が

Structural Basis for Bifunctionality of FBPA/P
Hiroshi NISHIMASU
Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, The University of Tokyo
※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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4 つの Mg2（Mg1-Mg4）と結合していたのに対し，ア
ル ド ラ ー ゼ 型 で は DHAP の リ ン 酸 基 は 3 つ の Mg2
（Mg2-Mg4）と結合していた．ホスファターゼ型では
Asp233 と Glu347 は Mg1 の結合に関与していたのに
対し，アルドラーゼ型では Asp233 と Glu347 は構造変
化し，ホスファターゼ反応に必須である Mg1 は酵素
に結合できなくなっていた．このことから，アルド
ラーゼ型に結合した DHAP は脱リン化されないこと
が説明できた．以上の結果から，FBPA/P は酵素活性
部位を変形させることで 2 つの反応を触媒しているこ
とが明らかになった．
おわりに

4.

FBPA/P は， 鍵

に合わせて形を変える

鍵穴

を

もった特殊な酵素であることが示された . このような
二 機 能 性 酵 素 は FBPA/P 以 外 に 知 ら れ て い な い．
FBPA/P の発見は偶然によるものであり，
（もしあった
としても）このような酵素を意図的に発見するのは簡
単ではないが，今後新規の二機能性酵素が発見される
ことが期待される．
筆者らと同時に，ドイツの研究グループから別の生
物種に由来する FBPA/P の結晶構造が報告された 5)．
2 つの論文は同様の結論にいたっており，今回明らか
となった複雑精緻な分子機構は確かなものであること
が示された．
謝

辞

本研究は東京大学大学院農学生命科学研究科応用生
命工学専攻酵素学研究室との共同研究によって行われ
たものです．服部大紀さん，宋賢珍さん，伏信進矢准
教授，若木高善教授に深く感謝いたします．
文

献

1)

Say, R. F., Fuchs, G. (2010) Nature 464, 1077-1081.

2)

Rashid, N. et al. (2002) J. Biol. Chem. 277, 30649-30655.
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Nishimasu, H. et al. (2004) Structure 12, 949-959.

4)
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西増弘志

図1
（a）FBPA/P の触媒する反応．（b）FBPA/P のホスファターゼ型構造．
（c）FBPA/P のアルドラーゼ型構造．
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線虫の温度応答の分子生理メカニズム
久原

1.

篤

甲南大学理工学部生物学科

はじめに

3.

神経活動をリモートコントロールできる光技術とし
て，特定の波長光で開口するチャネル分子が脚光を浴
びている．その 1 つである，古細菌由来の光受容タン
パク質であるハロロドプシン（HR）は，黄緑光を吸
収すると，細胞外から細胞内へ Cl を輸送することが
知られている．神経細胞は Cl が流入すると過分極と
なり神経活動が低下する．本研究では，温度走性を制
御する神経回路の特定の神経細胞に HR を発現させ，

脳神経系の情報処理には，ニューロン同士を接続す
るシナプスが重要であり，シナプス伝達には興奮性と
抑制性の 2 種類がある．これまで，単一のニューロン
は，それと接続する単一のニューロンに対して，おも
に興奮性か抑制性のどちらかの神経伝達しか行わない
と考えられていた．しかし近年，線虫における解析か
ら，これら 2 つの相反する神経伝達が同時に行われる
ケースが見つかってきた 1), 2)．さらに，興奮性か抑制
性の切り替えスイッチとなるニューロン内のカルシウ
ム濃度変化のパターンが，最新の光技術を駆使するこ
とで明らかとなってきた 1)．本稿では，それらの研究
についての最新の結果を概説する．
2.

光応答性チャネルを使った神経の暗号の解読

温度受容と記憶学習の神経回路と分子メカニズム

神経情報処理を解析するためのシンプルな実験動物
として，線虫 C. エレガンスが使われている．C. エレ
ガンスをもちいる利点として，電子顕微鏡解析から
302 個のニューロンの接続によって構成される全神経
回路網が解明されている点があげられる．線虫の神経
系はシンプルであるが，その行動様式は多用かつ複雑
である．その 1 つとして，温度に対する行動である温
度走性があげられる（図 1）．温度走性とは，一定の
温度下で飼育された線虫が，温度勾配に置かれた際に
過去の飼育温度へ移動する行動である（図 1a）．これ
までに，この温度走性を制御するシンプルな神経回路
と（図 1b）3), 4)，温度受容と記憶学習にかかわる多数
の遺伝子同定されてきた 4)-7)．最近では，温度受容
ニューロンにおいて，温度情報が従来の TRP 型の
チャネルではなく，3 量体 G タンパク質で伝達される
ケースが明らかになった 4)．また，温度と餌の関連付
け学習が，わずか 3 つの介在ニューロンで制御され，
カルシウム依存性酵素や分泌性の神経ホルモンである
インスリンが学習に必須であることが明らかとなっ
た 5)-7)．このように，分子遺伝学などを使い，感覚と
記憶学習の分子機構がひも解かれてきたが，神経回路
情報処理の新概念の創出には，最新の技術を取り入れ
た別の角度からの解析が必須であった．

図1
光駆動性チャネルによる行動操作．（a）線虫は温度勾配上で過去
の飼育温度に移動する．（b）温度走性にかかわる神経回路．（c）
相反性シナプス伝達の分子機構モデル．

Molecular Physiological Mechanism of Temperature Response in Nematode C. elegans
Atsushi KUHARA
Department of Biology, Faculty of Science and Engineering, Konan 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．
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光照射によって神経活動を低下させることで，新たな
神経機能の発見をめざした．
はじめに，行動中の線虫にピンポイントで励起光を
照射する装置を開発した．具体的には，顕微鏡ステー
ジ上の温度勾配装置の位置を自動で動かし，顕微鏡の
光路から高速パルスで励起光を照射する装置をオリン
パス社と共同で作製した．この開発には，設計から完
成まで約 3 年を要した．開発した装置を使い，温度行
動中の線虫の温度受容ニューロンの活動を光操作し
た．具体的には，温度受容ニューロン AFD に HR を
発現させ，温度行動中に HR の励起光を照射し，神経活
動を操作した．その結果，AFD で HR を活性化した個
体は，飼育温度よりも高温へ移動する好熱性異常を示
した．この異常を見た時に非常に驚いた．その理由は，
AFD の機能欠損変異体は，好冷性もしくは無走性の
行動異常を示すことが報告されていたためであった．
AFD の活動低下が好熱性と好冷性という逆の行動
異常を引き起こした原因を解析するために，AFD と
その下流の介在ニューロン AIY の神経活動を細胞内
Ca2 や膜電位のインディケーター遺伝子を使い測定し
た（図 2）
．その結果，AFD で HR を活性化させた個体
では，AFD の温度変化に対する細胞内 Ca2 濃度の変
化率が，野生株に対して約 30% 低下していた．その
時の介在ニューロン AIY の活動を測定すると，AIY の
活動はむしろ野生株より約 30% 上昇していた（図 2
中央）
．一方，AFD の膜電位変化が欠損している変異
体では，AFD および AIY の温度変化に対する応答が
強く低下していた（図 2 右）．これらの解析から，AFD
の活動低下率に応じて，介在ニューロンの活動逆転が
起きる可能性が考えられた．また，HR を使わずに，
野生株にさまざまな温度変化パターンを与えた実験に
おいても，同様の神経活動の逆転が観察された．
4.

図2
神経回路の情報処理モデル．AFD から AIY には，興奮性と抑制性
の神経伝達が行われる（左）．AFD の活動が約 30% 低下すると，
抑制性の神経伝達が相対的に低下し，AIY の活動が約 30% 上昇
（中央）．AFD の活動が約 70% 低下すると，興奮性と抑制性の両
方の神経伝達が低下し，AIY の活動が約 70% 低下（右）．

ける抑制性の神経伝達が結果として抑えられ，相対的
に興奮性の神経伝達が強くなることで，AIY の活性を
上昇させているというモデルが考えられた（図 2 中
央）
．以上の結果などから，温度受容ニューロンから
介在ニューロンへの興奮性と抑制性の神経伝達を使い
分けるための生理的暗号が見つかってきた（図 2）
．
この情報処理機構が，他の動物の神経情報処理におい
ても存在しているかが今後の課題である．
おわりに

5.

今回，光駆動性チャネルの利点である，意図した
「場所」と「時間」で神経活動を制御するだけでなく，
「意図した強さ」という点も生かし，回路の細かな暗
号を見つけた．本結果が，今後の神経回路の暗号解読
のきっかけになれば幸せである．
謝 辞
共同研究者の大西憲幸博士 ( 広島大 )，下和田智康
氏と森郁恵教授（名古屋大）に深謝いたします．
文 献

相反性シナプス伝達の分子機構

AFD と AIY の神経回路における神経情報伝達の分
子機構に関しては，大西憲幸氏が分子遺伝学的解析を
行った．その結果，AFD から AIY に，興奮性と抑制
性の相反する 2 つの神経伝達が行われていることが明
らかとなった（図 2 左）2)．さらに，抑制性神経伝達
に 小 胞 性 グ ル タ ミ ン 酸 輸 送 体（VGLUT） が 関 与 し
（図 1c）
，その変異体は AFD の異常により好熱性の表
現型を示すことが明らかとなった．この VGLUT の変
異体の AFD において HR を活性化させたところ，AIY
の神経活動に影響を与えなかった．この結果に対する
考察は多数考えられるが，1 つの可能性として，HR
により低下する部分の神経電位が，電位依存性チャネ
ルなどを介して，抑制性のシナプス伝達の放出に関与
している可能性があげられる．以上の結果などから，
野生株の AFD で HR を活性化させると，AFD 内にお

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kuhara, A. et al. (2011) Nature Commun. 2, 355.
Ohnishi, N. et al. (2011) EMBO J. 30, 1376-1388.
Mori, I., Ohshima, Y. (1995) Nature 376: 344-348.
Kuhara, A. et al. (2008) Science 322, 803-807.
Kuhara, A. et al. (2002) Neuron 33, 751-763.
Kodama, E. et al. (2006) Genes Dev. 20, 2955-2960.
Kuhara, A., Mori, I. (2006) J. Neurosci. 26, 9355-9364.
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用 語 解 説

翻訳後修飾
Post-translational modification
タンパク質が翻訳された後，タンパク質にさまざ
まな分子が付加されたり，アミノ酸側鎖の一部が
置換されたりすることで，タンパク質の構造や機
能を変化させる．結果として，ゲノム情報だけで
は作り出せない多様なタンパク質を生み出す．
（178 ページ）
（池上ら）
Metachronal wave
野球やサッカーのスタジアムで観客が行うウェー
ブのように，隣接する繊毛がわずかずつ時間のズ
レを保ちながら協調して運動することで，繊毛運
動が波のように伝搬していく現象をさす．繊毛間
の流体力学的相互作用により生じると考えられて
いる．（179 ページ）
（池上ら）
アミノアシル tRNA
aminoacyl-tRNA
3′ 末端にアミノ酸を結合した tRNA．それぞれの
tRNA にはアミノアシル tRNA 合成酵素によってそ
れぞれに特有のアミノ酸が付加される．これがリ
ボソームで mRNA のコドンを解読してアミノ酸を
供与することでタンパク質が合成される．
（182 ページ）
（小林ら）
A/T state
リボソームの A site に入ったアミノアシル tRNA
がアンチコドンアームを約 30° 湾曲させて mRNA
のコドンと正しく対合した状態．この状態になっ
た tRNA はコドンを解読して伸長中のポリペプチ
ド鎖にアミノ酸を供与できる．
（183 ページ）
（小林ら）
複核金属中心
Binuclear metal center
酵素や金属錯体などの触媒体において，2 個の金
属イオンにより構成される活性中心．単核金属中
心と比較して，基質への協奏的作用により，精密
で高度な触媒反応を達成することが可能である．
（187 ページ）
（日野ら）
タンパク質構造変化の線形応答理論
The linear response theory for protein structural
change
応答関数としてリガンド非結合時のタンパク質立

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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体構造の平衡状態における分散共分散行列，外部
からの摂動はリガンド相互作用による外力を選び，
立体構造変化は摂動に対する応答として生じるこ
とを定式化したモデルである．
（195 ページ）
（雨宮）
in silico
直訳すると「シリコン内の」だが，シリコンは「計
算機」を指す．「in vitro」の vitro（＝ガラス）が「試
験管」を指すのと同趣．本稿では in silico 実験と
in vitro 実験を対比させた．in vivo（生体内）実験
との対比は今後の挑戦課題．（196 ページ）（高野）
FBP アルドラーゼ活性
FBP aldolase activity
フルクトース-1,6-ビスリン酸（FBP）アルドラーゼ
は解糖系において FBP からジヒドロキシアセトン
リン酸（DHAP）とグリセルアルデヒド 3-リン酸
（G3P）へのアルドール開裂反応を，糖新生系にお
いて DHAP と G3P から FBP へのアルドール縮合反
応を触媒する．（198 ページ）
（西増）
シッフ塩基中間体
Schiff-base intermediate
アルドラーゼ縮合反応の第一の基質である DHAP
のカルボニル炭素原子と FBP アルドラーゼの Lys
側鎖の ε-アミノ基が縮合し生成する共有結合中間
体．これが第二の基質である G3P のカルボニル炭
素に求核攻撃することで FBP の C3-C4 結合が生成
する．（198 ページ）
（西増）
ハロロドプシン
Halorhodopsin
古細菌の細胞膜に存在する光受容タンパク質．黄
緑光を吸収すると，細胞外から細胞内へ Cl− を輸
送する．多数のニューロンは，Cl− 流入により過分
極となり，神経活動が低下するため，神経活動操
作のツールとして使われる．（200 ページ）（久原）
小胞性グルタミン酸輸送体
Vesicular glutamate transporter
小胞型グルタミン酸（Glu）輸送体（vesicular glutamate transporter, VGLUT） は シ ナ プ ス 小 胞 へ Glu
を取り込み濃縮し，蓄積された Glu は，細胞間隙
へ放出されて神経情報伝達を行う．
（201 ページ）
（久原）
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タンパク質水和理論の新機軸 I．
朝倉―大沢理論を越えて
木下正弘1，永山國昭2
1

京都大学エネルギー理工学研究所
自然科学研究機構生理学研究所

2

に示すように，2 つの大粒子の排除空間に重なりが生

. はじめに

じると，重なりの部分の容積だけ，トータルの排除空

水は生物の主成分である．たとえば加齢は体の中の

間の容積（排除容積）が減少する（図 2 では，大粒

水分量減少と相関する．日常生活においても水の重要

．その
子の中心間距離 a  dL の場合が示されている）

性は論を待たない．ではこの重要性を物質科学はどの
ように捉えているのだろうか．たとえばタンパク質構
造形成における水の役割はどうであろうか．単に安定
性（自由エネルギー差）を論ずるなら水はむしろ天然
状態を不安定化する 1)．しかしタンパク質は水の中で
こそ活性であることもよく知られた事実である．とす
ると安定性という指標のみで測れない深さがタンパク
質と水の関係にはありそうである．本稿では 3 回にわ
たってタンパク質にとって本源的環境である水の意味
するところを新しい見方で探っていきたい．第 1 回は

図1
排除空間．

水の並進配置エントロピーが生み出す力，Depletion
Force（枯渇力）の古典論（朝倉―大沢モデル 2)）を紹
介し，排除容積効果について掘り下げる．第 2 回で朝
倉―大沢理論の拡張である木下理論 3)-7) の応用による
新機軸を俯瞰し，第 3 回で朝倉―大沢理論と木下理論
の相違点を明らかにする．
. 朝倉―大沢理論（朝倉―大沢モデル）2)

小粒子集団中の大粒子間にエントロピックな効果の
みで相互作用が誘起されることを示した画期的な理論
である．小粒子は直径 dS の剛体球，大粒子は直径 dL
の剛体球とする．このような剛体モデルでは，系の到
達可能なすべての微視的状態は等しいエネルギーをも
ち，純粋にエントロピックな効果しか存在しない．
図 1 に示すように，大粒子の存在は小粒子の中心が
入れない空間を生成している．これを排除空間とよ

図2
小粒子集団中における 2 つの大粒子の接触．

び，図 1 の場合には直径（dL  dS）の球となる．図 2

Revolutionary Protein Hydration Theory I. Beyond the Asakura-Oosawa Theory
Masahiro KINOSHITA1 and Kuniaki NAGAYAMA2
1
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
2
National Institute for Physiological Sciences
※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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結果，小粒子の並進移動に利用可能な空間の容積（お

にはこのような取り扱いは妥当ではなく，通常のタン

よび小粒子の中心がとり得る座標セットの数）が増加

パク質などを扱う場合，溶媒を陽に考慮しなければな

し，小粒子集団の並進配置エントロピー利得が生じ

らない 3), 5)．ところで，Depletion Force の導出におい

る．よって，大粒子間に引力が作用する．もともと，

ては，溶質の溶媒和エントロピーが重要な役割を果た

朝倉―大沢モデルでは大粒子はコロイド粒子，小粒子

すことがわかる．転じて，溶質がタンパク質の場合，

2)

は高分子に対応させていた が，ここでは大粒子を溶

朝倉―大沢理論をタンパク質の立体構造安定性の問題

質，小粒子を溶媒分子に対応させる．以後，定積条件

に適用することができる．タンパク質が，排除容積の

下で考えるが，定圧条件下でも本質は変わらない（第

大きい立体構造から小さい立体構造に変化した場合，

3 回目で説明する）．

その排除容積の差を ΔV(>0) とすると，溶媒に ΔS =
kNΔV/V=kρSΔV の並進配置エントロピー利得が生じる．

溶質間に誘起される相互作用は，平均力のポテン
シャル Φs(a) で記述される．Φs(a) は，2 つの溶質が

ρS = N/V は水の数密度である．分子認識にも応用する

無限に離れている場合を基準にした，溶質の中心間距

ことができる．ただし，朝倉―大沢モデルではいくつ

離が a になったときの溶媒の自由エネルギーであり，

もの重要な因子が考慮されておらず，対象とする問題

Φs(a)＝「中心間距離が a だけ離れた溶質ペアの溶媒和

によっては破綻をきたす．よって，以上述べたエント
ロピー効果は，精密な統計力学理論を用いて議論しな

自由エネルギー」−「単一の溶質の溶媒和自由
エネルギーの 2 倍）」

ければならない．現実のタンパク質立体構造変化にお

（1）

いては，各種相互作用に起因するタンパク質分子内エ

で与えられる．ここでいう溶媒和自由エネルギーは，

ネルギー，溶媒和エネルギーをも考慮しなければなら

溶質（または溶質ペア）を溶媒中に挿入した場合に生

ないが，木下らの研究結果によると，それらはかなり

じる溶媒の自由エネルギー変化を表す．剛体モデルの

補償し合い（打ち消し合い），むしろここで示したエ

場合，溶媒和エネルギーはゼロであるから，溶媒和自

ントロピー効果が支配的な場合が多い 3)-6)．エントロ

由エネルギーは（−T）に溶媒和エントロピーをかけた

ピー効果が支配的な場合，最も単純化した剛体モデル

ものになる（T は絶対温度）．Φs(a) は Depletion Poten-

でも現象を説明できる場合が多い（ただし，溶媒は分

tial と よ ば れ る．fs(a) = −dΦs(a)/da は 平 均 力 を 表 し，

子モデルを用いた水にしないとエントロピー効果の温

Depletion Force とよばれる．

度依存性をうまく再現できず，タンパク質低温変性の

Depletion Force の表式を導いてみよう．溶媒分子間

説明に失敗する 7)）．これらのことおよび朝倉―大沢モ

の相互作用を無視し，溶媒に対して理想気体のエント

デルの限界については，第 3 回目で詳しく解説する．

ロピーの式を使うと，S(V) = kNln(CV/N)（S は溶媒の

. タンパク質の排除容積と露出表面積

エントロピー，k はボルツマン定数，N は溶媒分子の
総数，V は溶媒分子の並進移動に利用可能な空間の容

上記のエントロピー効果を軸にしてタンパク質立体

積，C は V に依存しない定数）となる．dL + dS > a の

構造安定性を記述する場合，「各立体構造の幾何学的

ときは 2 つの排除空間に重なりが無いので，朝倉―大

特性」がきわめて重要となる．なかでも，排除容積の

沢モデルでは Φs(a) = 0 となる．dL ≤ a ≤ dL + dS のとき

みならず露出表面積が主要な役割を果たす．事実古く

の排除空間の重なりの容積を ΔV とすると，溶媒のエ

から露出表面積のみから溶質の水和熱力学量を議論す

ントロピー変化 ΔS および自由エネルギー変化 ΔF は，

る方法（露出表面積法）が知られている．この両者は

ΔS = S(V + ΔV) − S(V)∼kNΔV/V お よ び ΔF = −kTNΔV/V

お互い従属関係にはないので，独立に考慮しなければ

で 与 え ら れ る．ΔV を dL, dS, a で 表 し，ΔF = Φs(a),

ならない．図 3 に基づいて両者の内実を述べる．排

fs(a) = −dΦs(a)/da を用いると，

除空間は「溶媒分子の中心が入れない空間」であり，
排除空間の容積を排除容積 Vex，排除空間の表面積を

fs(a) = −{πkTN/(4V)}{(dL + dS)2 − a2}, dL ≤ a ≤ dL + dS （2）

露出表面積 A と定義する．最も単純な例として，3 個

が導かれる．a の減少と共に単調に強くなる引力となる．

の原子から構成される溶質を取り上げる．原子の直径
dU は溶媒分子の直径 dS とあまり変わらないので，1

. タンパク質立体構造安定性の問題への適用

個の原子の排除容積 Vex∼πdU3/6 + (πdU2)dS なる近似式
は使えない．このことは，図 1 や図 2 で扱った単純

もともとの朝倉―大沢理論，さらにはその後の Minton
8)

らのクラウディング理論 においても，溶媒は単なる

な形状を有する大きな溶質の場合と異なり，小さな球

不活性なバックグラウンドとして扱われていた．一般

状原子の結合体であるタンパク質の幾何学的特性を語
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る場合に重要となる．図 3 の（1）→（2）→（3）なる過程

ければならない．タンパク質は，種々の大きさをもつ

では，Vex および A はそれぞれ「黒斜線で示した立体

多数の原子の複雑な結合体である．原子をばらばらに

の容積の 2 倍」分および「黒斜線で示した立体の表面

した場合に比べて，種々の形態を有する立体の容積ま

積の 2 倍」分減少する．（1）→（4）→（5）なる過程では，

たは表面積分の減少が Vex と A に生じる．立体によっ

Vex および A はそれぞれ「黒斜線で示した立体の容積

て，容積と表面積の比が異なるから，結果として，複

＋赤斜線で示した立体の容積」分および「黒斜線で示

数の立体構造の排除容積と露出表面積は必ずしも相関

した立体の表面積＋赤斜線で示した立体の表面積」分

しない．以下具体例で見てみよう．
Protein G の 4 通りの代表的な立体構造の Vex と A を

減少する．原子をばらばらにした場合に比べて，黒斜
線で示した立体と赤斜線で示した立体の容積または表

．Vex と A はまったく相
図 4 に比較する（dS  0.28 nm）

面積分の減少が Vex と A に生じる．このような最も単

関しない．Vex と A は，それぞれ Vex と A から Native

純な例においてさえ，2 通りの異なる立体を考慮しな

Structure の Vex と A を差し引いたものである．Vex と
A もまったく相関しない．ある立体構造をもつタン
パク質の A は，Vex を溶媒分子直径 d の関数として計算
する．注目している溶媒分子の直径が dS のとき，A は
A(dS)  lim{Vex(dS  E)  Vex(dS)}/E
→0
から計算できる．Vex(dS) が同じでも，Vex(d) の d  dS
における微分係数が一般に異なるので A(dS) も異な
る．したがってタンパク質立体構造安定性を記述する
場合，少なくとも排除容積と露出表面積の両方を考慮
する必要がある 3)-7)．この点も朝倉―大沢モデルからの
重要な拡張の 1 つである．
文

図3
3 個の原子で構成される溶質．
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図4
Protein G の 4 通りの立体構造の Vex と A．
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海外研究室訪問：大学院生によるフランス・
モンペリエ大学・構造生化学研究センターへ
短期訪問
小林 慶1，Catherine ROYER2，黒田 裕1
1

2

東京農工大学大学院工学府生命工学専攻
フランス・モンペリエ大学・構造生化学研究センター

変性状態のタンパク質の圧力摂動熱量を測定し，天然

概要

状態のタンパク質の圧力摂動熱量を解析するための基

昨年（H23 年）度，日本学生支援機構（JASSO）に

準値を決めることを目的とする．初日に，アルゼンチ

おける留学生交流支援制度（Box 1 参照）の支援を得

ン出身の Mariano Dellarole 博士研究員（以下，マリア

て，東京農工大学大学院工学府生命工学専攻の大学院

ノ）と実験の大まかな計画について話し合った．受け

生を 2 名，欧州の大学に短期派遣した．本稿では，共

入れ先の Royer 教授とは，はじめてお会いしたとき，

同研究を実施するモンペリエ大学の CBS 研究セン

派遣期間の中間あたり，最終日の計 3 回お話をした．

ター（Box 2，以下 CBS）に派遣した修士課程 2 年（当

マリアノは滞在中，直接面倒を見てくれ，途中で何度

時）の小林慶君の体験談を通じて本制度と受け入れ研

か実験方針が変わることがあったが，その都度マリア

究室の紹介をする．小林君は 2011 年 10 月から 5 週間，

ノと相談し，実験をすべて終了することができた．

CBS で実験を行った．本制度において学生には 8 万

さらに，CBS に設置されている高圧条件で測定がで

円 / 月の奨学金が支給され，欧米に派遣する場合は，

きる核磁気共鳴分光機（NMR）など，珍しい装置を

不足の費用を学生または研究室が負担する制度であ

見学する機会も与えられ，非常に充実した研修期間で

る．予算的に厳しい条件で学生を送り出すことに少々

あった．CBS の朝は，日本で私が所属している研究室

不安はあったが，共同研究を行ったためか，派遣先の

に比べて早かったが，帰宅時間も早かった．仕事をす

Catherine Royer 教授からも手厚い支援を受け，小林君

る時間はフランスの研究員のほうが短いが，研究内容

は有意義な経験ができたと考えている．共同研究にお

は濃い印象を受けた．また，試薬の管理や器具洗浄の

いては，3 分の 1 のアミノ酸がアラニンからなる単純
化 BPTI（牛膵臓トリプシン阻害タンパク質 1)）の圧
力摂動熱量を測定し，その結果を 12 月に滋賀県大津
市で開催された 6th International Meeting on Biomolecules
under Pressure（IMBP2011）で，Catherine Royer 教授と共
著のポスター発表ができた．
派遣学生の体験談

今回の派遣で，共同研究の対象である単純化 BPTI
の圧力摂動熱量および，その高圧条件下の蛍光と円偏
光二色性を測定した．圧力をかけたときに生じる吸
熱・発熱，体積変化を調べることは，タンパク質の折

図1
受け入れてくださった CBS 所長の Catherine Royer 教授（左）と．
小林（右）

りたたみの法則性の解明につながるため，発展が期待
されている．今回の実験は，常温で構造を形成しない
Short Visit to Centre de Biochimie Structurale in Montpellier
Kei KOBAYASHI1, Catherine ROYER2 and Yutaka KURODA1
1
Department of Biotechnology and Life Science, TUAT
2
Centre de Biochimie Structurale, Montpellier
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英語であると思っていたが，ポスドクの半分はフラン

Box 1：日本学生支援機構の留学生交流支援制度（ショート
ステイ・ショートビジット）は，学生の国際的な流動性が
高まる中，日本の大学などの高等教育機関が実施する 3 ヵ
月未満の学生の受入れおよび派遣を支援することを目的と
する．本制度による派遣は，学科・学部や機関単位で行わ
れ，派遣先と綿密な事前打ち合わせと，派遣中も担当教員
が，安全や状況を随時確認するため，派遣先校や派遣留学
生と定期的に連絡をとることが必要となる．初年度の H23
年には，1 万 8 千名以上が本制度を利用しており，本制度
が日本の教育現場の国際化に貢献することが期待される．

ス語が話せるのでフランス語での会話が多く，公用語
が英語だったのは居室の中だけだった．私のようにフ
ランス語が話せないメンバーが会話に加わったときは
自然と英語に切り替わるという感じであった．現在の
語学力では，自分の考えを正確に伝えることはできな
いにもかかわらず，すべての実験を無事に実施できた
ことから，ある程度の意思疎通ができたと思うが，今
後はもっと努力が必要であると痛感した．ただ，他の
メンバーの英語のレベルもさまざまであったため，母

Box 2：Centre de Biochimie Structurale（CBS；http://www.cbs.
cnrs.fr/）は CNRS（フランス国立中央研究機構），INSERM（フ
ランス国立医学研究機構）およびモンペリエ大学の 3 機関
に属する研究センターである．CBS は，構造生物学，生物
物理学と生体分子の物理化学的計測を基盤として，疾病や
生物現象を制御する分子機構を研究している．CBS が掲げ
ている具体的な研究領域は，1 分子計測，統合的構造生物
学と，分子設計である．これらの研究領域は，フォール
ディング，高圧生物物理学，ハイスループット探索，遺伝
子ネットワークの確率論的解析，感染症の生物物理学を含
む 10 以上の研究テーマに細分割されている．それぞれの
テーマに関しては，数名の研究員と主任研究員が中心と
なって研究を進めており，また研究チーム間では多くの共
同研究が柔軟に組まれている．CBS は，常勤のスタッフ（技
師，エンジニア，研究員，主任研究員など）が約 40 名，ポ
スドクや契約研究員が約 30 名，これらに短期訪問者が加わ
り，全体で 75 〜 80 名程度のメンバーで構成されている．
常勤スタッフの多くはフランス人であるが（ただし，所長
で受け入れ研究者の Catherine Royer 教授はアメリカ国籍で
あり，他にはイタリア，スペインとアルゼンチンの研究員
がそれぞれ 1 名），ポスドクや非常勤研究員の国籍はさまざ
まである（欧州各国，レバノン，インド，南米アルゼンチ
ンなど．派遣期間中は，日本人は KK のみ）．

国語以外でのコミュニケーションの難しさは全員が理
解しているようであった．また，CBS では若手の研究者
が頻繁に入れ替わるため，新メンバーへのサポートは
当たり前のようであったことにも助けられた（5 週間
の訪問期間中だけで 5 名ほどの入れ替わりがあった）
．
SV プログラムによる派遣期間は短いが，海外生活
を体験することによって，日本にいるだけではわから
ないさまざまなことを感じとることができたと思って
いる．また，日本とは違う研究環境で，新しい実験技
術を学び，研究の進め方に対する考え方の違いを体験
したことは今後の活動においても大変有益であると思
う．今回は，自分も海外で研究ができるという自信が
少しついただけでも，十分価値のある体験であった．
文 献
1)

加藤

淳ら (2009) 蛋白質 核酸 酵素 54, 643-648.

小林 慶（こばやし けい）
東京農工大学大学院工学府生命工学専攻博士前期課程
研究内容：タンパク質科学
Catherine ROYER
Centre de Biochimie Structurale 所長
研究内容：高圧条件下でのタンパク質の折りたたみ，核内受容体
の分子間相互作用
黒田 裕（くろだ ゆたか）
東京農工大学大学院工学研究院准教授
スイス・チューリッヒ連邦工科大学物理学科卒業，東京大学理学
系研究科修了，2004 年より現職
URL: http://www.tuat.ac.jp/~ykuroda

効率化や大型測定装置には技師が付いていることも実
験効率向上の要因であると考えられる．私自身も研究
室に滞在している時間は日本にいるときよりも短かっ
たが（大体午前 9 時〜午後 7 時），実験のことだけを
考えられる環境がよかったのか，短い期間で予定して
いた実験をすべて終了することができ，目的を果たす
ことができた．
CBS では外国人が多いので，所内の会話は基本的に

談
話
室
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りました．ふだんの研究活動の中では，自身の専門と
は異なる研究分野の方々と交流する機会はそれほど多
くありません．合同シンポジウムのような形で異分野

支 部 だより

の研究者と交流し，最新の研究に触れながら新しいア

北海道支部からのたより

うな機会があるのはとてもよいことだと感じました．

水谷武臣 1，宮津
1
2

イデアを考える，多忙な昨今ではありますが，このよ

2011 年度日本生物物理学会北海道支部例会（宮津基）

基 2，相沢智康 1，田中良和 1

2011 年度の例会は 2012 年 3 月 6 日に，旭川市民文

北海道大学大学院先端生命科学研究院
旭川医科大学生理学講座自律機能分野

化会館の第二会議室で開催され，支部長の石森浩一郎
先生（北大･院総化）を旭川の地区委員である高井章
（旭川医大・生理）が例会担当幹事として現地で補助
する形で行われました．例年演題の多くは札幌在住
の，学部学生や修士課程の大学院生が卒業論文を終え

はじめに

初の学外の公式口頭発表として，あるいは，ドクター

北海道支部では札幌を中心とし，室蘭，旭川にそれぞ

コースやポスドクの若手研究者らの発表により，20

れ地区委員を設け活動しています．今回のたよりでは，

を超える演題数となります．旭川―札幌間 140 km の距

毎年 11 月に複数の学会の垣根を越えて開催される合

離を考えると当初からその減少が予測されました．例

同シンポジウムと 40 数年続く恒例の支部例会に加え，

会史上最北の旭川におけるプログラムの目玉として特

2012 年 3 月に開催された生物物理学会関連の 2 件の国

別講演を京都大学工学研究科の森泰生先生と東京都医

際シンポジウムのようすを，各会議に携わった先生方か

学総合研究所の星詳子先生にお願い致しました．森先

ら開催順に報告させていただきます．いずれの会議も

生は ｢TRP チャネルによる酸素センシング ｣，星先生

寒い季節中に催されており，私たちの報告が本号発行時

は ｢ 光 CT への道 ｣ という演題でご講演いただきまし

における暑い夏の清涼な風となればたいへん幸いです．

た．一般演題締め切り当日になって申し込みが 10 未
満だったときには高井先生と，｢ 森先生，星先生に 3

2011 年度合同シンポジウム「生命現象の分子レベル

時間ずつご講演いただこう ｣ と本気とも冗談ともつか

（水谷武臣）
での解明」

ぬ会話をし，癒しの ｢ 森 ｣，希望の ｢ 星 ｣ として心の

日本生物物理学会北海道支部，北海道分子生物学研

支えとさせていただきました．室蘭工大の加野裕先生

究会，日本生化学会北海道支部の 3 団体連携の「合同

には室蘭から 270 km の遠路遥々発表していただき，

シンポジウム」が，2011 年 11 月 11 日に北海道大学理

最終的には 19 題の演題となりました．参加者は例年

学部 5 号館大講堂で開催されました．北海道内の若手

に比べて少なかったことは否めませんが，はじめての

研究者を中心に，100 名を超える方々が集い，交流を

方を含め 40 名以上の方が参加された上に，結晶構造

する会となりました．今年のテーマは，
「生命現象の分

から生体測定法までと多岐にわたった話題にもかかわ

子レベルでの解明」でした．各団体から 2 名ずつの合

らず，ほぼすべての方が退席することなく始まりから

計 6 名の講演者が他分野の研究者にもわかりやすく興

終わりまで発表を聞かれました．森先生がご講演の中

味を抱けるように研究の紹介をしてくださりました．

で述べられましたように階層の違いこそあれ ｢ 酸素 ｣

日本生物物理学会北海道支部からは小野寺智洋先生

に関する発表が多かったのが特徴的でした．若手の特

（北海道大学医学研究科）と伊東大輔先生（北海道大学

に優れた発表をされた関根由可里氏（北大･院総化）
，

大学院工学研究院）に御講演いただき，細胞から生物

今井瑞依氏（北大･院総化），Manisha Tiwari 氏（北大･

個体と病理にまでつながるお話をしていただきました．

院生命）の 3 名に発表賞が授与されました．以上，終

講演会合間のコーヒーブレークや講演会後の懇親会で

わってみれば通常とは幾分異なる一体感のある会議に

は，講演者，座長，世話人を中心に大いに交流が深ま

なったように思います．今回，いちばんの心配は天候
でした．昨冬は大雪のため札幌―旭川間不通になるこ

E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

mizutani@sci.hokudai.ac.jp（水谷）
mmotoi@asahikawa-med.ac.jp（宮津）
aizawa@mail.sci.hokudai.ac.jp（相沢）
tanaka@sci.hokudai.ac.jp（田中）

と数知れず．兎にも角にも無事例会を開催することが
できまして，ご発表，ご参加，ご協力いただきました皆
様に，この紙面をお借りして心よりお礼申し上げます．

208

目次に戻る
支 部 だ よ り

生，そして河野先生ご自身にもご講演いただき，生物
系の NMR の歴史から最新の技術までを俯瞰できる貴
重な機会となりました．懇親会では，河野先生から生
物系の NMR 解析の黎明期の貴重なスライドの数々が
紹介され，若い世代に対してのエールともいうべき熱
いメッセージが投げかけられました．日韓の親睦と研
究交流の絆を強め，来年の韓国での開催の際の再会を
誓って，今年のシンポジウムは幕を閉じました．
Sapporo Symposium on Advanced Protein Crystallography（田中良和）
本シンポジウムは，北海道大学大学院先端生命科学
研究院田中勲教授の退職記念事業の一環として 2012 年
3 月 17 日に北海道大学理学部大講堂で開催されまし
た．国内外で活躍されている 8 名の田中研究室卒業生
の方々がご講演され，また，現役の学生を中心に 38
演題のポスター発表も行われました．研究室関係者を
中心に約 80 名の方が参加し，基礎研究からプログラ
ム開発，創薬研究にいたる構造生物学の幅広い分野に

懇親会にて
（上）左から 加野先生 森先生
（下）左から 金城先生 星先生 石森先生

ついて活発な議論がなされました．また，研究室関係
者が多かったこともあり，最先端の研究成果だけでな
く，昔話なども飛び出し，笑いの絶えないシンポジウ

th

9 Japan-Korea Bilateral Symposium on Biological NMR

ムとなりました．卒業生にとっては，現在の研究室の

（相沢智康）

学生と接することのできるよい機会となり，一方，現

第 9 回になる Japan-Korea Bilateral Symposium on Bio-

役の学生にとっても，伝説の先輩に実際に会って武勇

logical NMR が 2012 年 3 月 16 日に北海道大学学術交

伝の真相を聞くことができるような貴重な機会となり

流会館で開催されました．このシンポジウムは，日本

ました．また，一部の学生は，民間企業に勤める先輩

と韓国の生物系の NMR 研究者が中心となり，日本と

に就職に関する相談などもしていたようです．卒業以

韓国を会場として交互に開催されてきたものです．札

来，はじめて大学に来た人も多く，講義室や実験室を

幌での 3 回目の開催となった本年は，本生物物理学会

見て懐かしいという声が絶えませんでした．卒業して

の支部長や学会委員としても活躍されてきた北海道大

民間企業に就職すると大学とは疎遠になりがちです

学大学院先端生命科学研究院の河野敬一先生の退職記

が，民間企業の方が最近の学生のトレンドを掴むこと

念行事の一環として開催され，日本と韓国の研究者に

ができたり，学生が社会人の先輩と接することで意識

よる 19 演題の口頭発表と，29 演題のポスター発表に

改革できたりすることを考えれば，卒業生が大学に来

100 人を超える参加者が集まる盛会となりました．生

て学生と接する機会がもっとあってもよいのかもしれ

物系での NMR を利用した解析技術の進展を反映し

ないと思いました．

て，溶液 NMR 法によるタンパク質や核酸の立体構造
解析やフォールディング，ダイナミクスの研究はもち

さいごに

ろんのこと，In cell NMR やメタボローム解析，固体

生 物 物 理 若 手 の 会 主 催 の ｢ 夏 の 学 校 ｣ が 2012 年

NMR を用いた膜タンパク質の立体構造解析など，非

8 月 31 日から北海道で開催されます．詳細は本誌 52 巻

常に幅広い分野の最新の研究成果が発表されました．

1 号をご覧ください．ご興味をもたれた方皆様こぞっ

また，記念行事として開催された今回は，北海道大学

てご参加していただきカラリとした北海道の夏の空の

の出身で生体分子の NMR 解析の分野で著名なトロン

下で熱い議論を展開していただきたいと思います．ま

ト大の伊倉光彦先生のご講演のほか，現在までこのシ

た，北海道支部例会のプログラムや関連イベントの詳

ンポジウムの開催に御尽力されてきた，ソウル大の

細は公式 HP（http://altair.sci.hokudai.ac.jp/biophy/）にて

Lee Bong-Jin 先生，大阪大・ソウル大の阿久津秀雄先

ご覧いただけます．
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者まで多くの研究者が色素と色素を取り囲むタンパク
質場との巧みな相互作用を明らかにし，波長制御問題
を解明しようとしてきたが，いまだ実現にはいたって
いない．私は赤外分光法による構造解析から実験的に

若 手 の 声

色認識を明らかにするべく研究を行っており，少なく
とも修士課程までは自分が出す実験結果が色識別解明
のすべてであると信じ込んでいた．

中部支部・関西支部からの報告

しかし，支部セミナーや夏の学校（生物物理若手の
会主催）を通して理論家ともコミュニケーションを取
るようになり，波長制御の問題が実験だけでは解決で
きないことを気付かされた．現在では波長制御問題
は，実験により得られる構造情報と，理論計算から導
き出されるタンパク質内での色素の電子状態の 2 つが
生物物理若手の会中部支部のこれから

必要であると考えている．

〜実験と理論との融合〜

実験と理論との融合は，構造生物学分野全般におい
て必要とされていると思う．その確固たる例が，最近

片山耕大

の結晶構造解析技術の進歩により次々と解かれ出した

名古屋工業大学大学院工学研究科未来材料創成工学専攻

G タンパク質共役型受容体（GPCR）研究であろう．

はじめに

私もそうであるが，あの美しい 3 次元構造を見てし

私が若手の会中部支部支部長に就任してから今年で

まえば誰もが，機能までもがわかった気になってしま

もう 3 年目を迎える．未熟さはいまだに感じてはいる

う．しかし実際のところは，構造が解かれることが機

が，幸いモチベーションを高くもち，生物物理若手の

能を理解する上での新たなスタートだということを自

会を盛り上げてくれるスタッフの方々の多大なサポー

身の構造解析の研究からも気付かされた．そして次の

トのおかげもあり，現在も活発的に活動を行えてい

ステージである構造と機能との相関性を明らかにする

る．中部支部若手の会は，名古屋大学，名古屋工業大

ためには，実験と理論との融合こそ重要といえる．

学がおもな活動拠点であり，運営側も実験を主として

GPCR 研究においては，リガンドをどのように受容す

いる人，計算科学といった理論を専門とする人など，

るかが重要であるが，理論計算を使うことで，莫大な

多彩な専門知識を備えた若手研究者から成り立ってお

数の化学分子から特定のリガンドだけを抽出でき，構

り，年に数回開催されるセミナーもレベルの高いディ

造機能相関の研究がより活発になると期待される．

スカッションが繰り広げられている．本稿では，そん
な私が自慢できる中部支部若手の会の紹介をしてもよ

これからの生物物理の 50 年に向けて

いが，以前にも紹介しているので（若手の声 vol. 51.

今，中部支部若手の会でできることは……

No. 5）
，今回私の研究を通して感じたこれからの中部

生物物理若手の会は，2 年前に 50 周年を迎えた．再

支部若手の会に寄せる思いを自由に書きたいと思う．

度構造生物学を例に取り上げると，これまでの 50 年
は，複雑な生命現象を担う生体分子の構造を明らかに

生体分子の構造・機能相関解析には実験と理論が必須 ?!

することを目標として，私たちの先輩研究者たちが，

私は，名工大の未来材料創成工学専攻に所属する神

切磋琢磨してきた．これからの 50 年で私たち若手研

取研究室にて視覚，特に私たち霊長類が色を認識する

究者がめざすべきは，生命現象につながる生体分子の

タンパク質（色覚タンパク質）を対象として，分光法

機能を解明することではないかと思う．そのために

による構造解析を行っている．私たちが色を認識する

も，実験と理論との融合が必要になってくるだろう．

のに利用している視覚タンパク質は，3 種類（赤・

私が所属する中部支部若手の会は，実験を専門とす

緑・青）あるが，興味深いことにこれらは各波長の光

る人と理論を専門とする人が半々の割合で構成されて

を吸収するのに，共通した 1 種類の色素を用いてい

いることから，実験と理論を融合させた活発な研究

る．したがってこれまで生物学者，物理学者から哲学

ディスカッションを行える柔軟な環境が整っていると
いえる．これからの生物物理の 50 年を，中部支部若手
の素晴らしい研究仲間たちと歩んでいけたらと思う．

E-mail: kkrunner0904@yahoo.co.jp

210

目次に戻る
若

手

の

声

関西支部セミナー
「プロジェクトをとるとは」開催報告

馬場剛史
大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻化学工学領域
中野研究室博士 1 年（関西支部大阪担当）

関西支部セミナー「プロジェクトをとるとは」
去る 5 月 19 日，大阪大学の蛋白質研究所において
プロジェクトをとるとは

というテーマで，2 人の

講師（中村春木教授，栗栖源嗣教授）によるセミナー
を開催した．
（世話人：大阪大学 後藤研 鈴木まゆ，中
野研 馬場剛史）このセミナーでは，博士課程に在籍
中の学生 3 人の方にもそれぞれ 30 分セミナーをして

中村，栗栖両先生を囲んでの集合写真

いただく時間も設けた．理論分野から 2 人，実験分野
から 1 人話していただき，参加いただいた若手研究者
や多くの学生と有意義なディスカッションが行われ

DC2 などがある．平成 23 年度の採用率は 22.8%（生

た．今回は，その内容について報告する．

物分野 DC1 のみ）であり，決してとても狭き門では

中村教授による講演は，科研費を例にした申請書を

ない．この学振の獲得をめざすため人たちにとって

いかにとるかについての説明であった．具体的には中

は，今回のセミナーは大いに参考になるものであった

村教授が過去に提出された申請書をもとにし，申請書

のではないだろうか．また，セミナーでは，栗栖教授

を記入するときの注意点を 1 つ 1 つ丁寧に説明すると

による博士号取得後の海外留学のすすめの話も行われ

いう形式である．参加者からは，研究テーマを大きく

た．さきほど取り上げた学振の中にも海外特別研究員

方向転換した際の，過去の研究とこれからの研究の書

とよばれる枠がある．世間では最近，大学の秋入学を

き方という具体的な例から，専門用語を申請書で記述

議題とした海外からの留学生の受け入れが話題に取り

するときの使い方などの細かい点まで多くの質問が行

上げられた．しかし，1 ドル 79 円（2012 年 5 月現在）

われた．また，栗栖教授の講演では，これまでの研究

という日本のおかれる状況を考えると，円高であるこ

の自分史と研究費の取得状況について，流れを追って

とを利用して，多くの若手研究者が海外に目を向け，

解説いただいた．ときには栗栖教授自身が申請書を提

海外で経験を積むというのもよいのではないだろう

出する際の当時の心境や恩師からの申請書を書くとき

か．このような海外留学の機会を得るためにも，若手

のアドバイスをもらったという思い出など具体的な話

研究者がそれぞれの研究目標を達成するためにも，多

をいただくことができた．特に印象に残っているの

くの申請書を積極的に出すことが必要であり，今回の

は，申請書を声に出して，すらすら読めるまで校正を

セミナーはこのことを再認識することができたいい会

心がけているとおっしゃっていた点である．

であったと思う．

博士課程へ進学を希望する学生にとって， プロ
ジェクトをとる

終わりに

最初の機会として思い浮かべられる

のが，独立行政法人 日本学術振興会が募集している

理学の最近の修士課程進学者率は約 45%（平成 23

特別研究員である．特別研究員とは，
「我が国トップ

年度学校基本調査より）であり，多くの学生が修士課

クラスの優れた若手研究者に対して，自由な発想のも

程に進学するような時代になった．しかし，若手の会

とに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する

の参加者数は減少傾向にある．この問題を解決するた

機会を与え，研究者の養成・確保を図る制度」
（http://

めにも，若手の会をもっと盛り上げていくことで，生

www.jsps.go.jp/j-pd/index.html より引用）とされている．

物物理の分野間，研究者間のネットワークをつなげて

研究者の世界では通称，学振とよばれており，修士

行く必要性があると感じている．そして，ここで得ら

2 年生で申請する DC1 や博士 1，2 年生で申請する

れたつながりが，将来の大きなプロジェクトにつなが
ることを期待しつつ終わりにしたいと思う．

E-mail: tbaba@cheng.es.osaka-u.ac.jp

211

目次に戻る
生 物 物 理

Vol.52 No.4（2012）

とっては，近年の DNAorigami 作製技術は大変魅力的
なものでした．William は DNA ナノテクノロジーの分
野では著名ですので，ポスドクの応募や共同研究依頼

海 外 だより

も数多く来ているのはこちらに来て実感しましたが，

〜ボストン，Harvard University 〜

話をする機会があり，そのタイミングで発表していた

私は偶然にも Stanford 大学を訪問した際に William と
自分の仕事にも興味をもって覚えてもらったことと，
お互いに相乗効果が出せるアイデアを提案できたおか

岩城光宏

げで，意外なほどスムーズに滞在が決まりました．

Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School,
William Shih lab.

Shih lab. での研究生活
William の研究室はポスドクが 10 人近く在籍し，ほ
ぼすべて母国が異なる多国籍なラボになっています．
週 1 回グループミーティングが行われますが，3 グ
ループに分かれているため，各ミーティングは少人数

はじめに
みなさんこんにちは．私は今，ボストンのハーバー

で密に議論をすることができます．ラボ全体でのミー

ド大学メディカルエリアにある Dana-Farber Cancer In-

ティングもありますが，こちらはランチョン形式でピ

stitute の客員研究員をやっています．昨年春より大阪

ザを食べながら議論するといったフランクな感じで

とボストンを行ったり来たりの生活です．どっぷりと

す．各人がラボ固有の技術をある程度共有し，違う出

アメリカに浸った研究生活というわけでもないので少

口を設定している（William が配慮している）のでラ

し心苦しいですが，同時進行で日本とアメリカを比較

ボの中でコンピートすることなく，率直で建設的な議

できるメリットもありますので，何かお役に立てる雑

論ができています．それと，こちらに来ていちばん感

文が書ければと思います．

心したのは，異分野融合が実に自然かつスピーディに
進むことです．William が興味をもってくれた自分の

海外への道

アイデアについては，次のミーティングには適切な共

だいぶ遡りますが，私は物理学科を出てモータータ

同研究者をよんでくれてマッチングを行いました．

ンパク質の 1 分子計測で大きな成果をあげていた柳田

William もそうですが，共同研究のモチベーションを

敏雄研究室に入りました．物理学科のときに生物にも

お互いに高めるために，異分野の人にわかりやすく説

興味をもっていたこともありますが，筋肉の本を読ん

明しいかに相乗効果を出せるかを意識して進めていま

で大沢文夫先生の記述があり，大沢牧場とよばれる自

す．ラボメンバーの実験に関する情報も研究室関係者

由な雰囲気に惹かれたのかもしれません．柳田研も確

のみが閲覧できるウェブサイトで更新されるため，誰

かに自由な雰囲気は残されていましたが，CREST な

がどのような技術をもって何をやっているのかわかり

どのプロジェクトが切れ目なく推進されており，あわ

やすく，トラブルシューティングもすばやくできま

ただしい毎日を過ごしてきました．筋肉の中で働くミ

す．その他，試薬の発注や研究費の事務処理など随所

オシンの力発生機構について論争がいまだ熱かった時

に合理的なシステムがあり，研究に集中できる環境づ

期でしたので，それはそれで楽しい大学院生活を送っ

くりがされていました．

てきたのですが，一方で，研究者として自分のフィー

研究設備については，研究所で管理している共用の

ルドを構築すべく模索する日々が続きました．そのよ

実験装置が充実している印象を受けます．私は電子顕

うな折に現在共同研究を行っている William Shih 氏と

微鏡観察をしたことはありませんでしたが，電顕を管

出会い，現在にいたっています．

理するテクニシャンに教わりながらなんとかこなすこ

William は，DNA を用いて任意のナノ構造体をデザ

とができました．このようなシステムは，若手の研究

インする技術である DNAorigami を強力に推進してい

者がラボを立ち上げようとする場合に最小限の投資で

る 1 人です．DNA 分子をナノ材料として用い，1 分子

研究を始めることができるいいシステムだと思います．

計測用のツールとしての可能性を模索していた私に
ボストンでの生活
2008 年から新学術領域研究の研究計画班員をさせ

E-mail: iwaki@fbs.osaka-u.ac.jp
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筆者（左）と William

Shih lab. のある Dana-Farber Cancer Institute

ていただいていることもあり，日本とアメリカを数ヵ

て過ごしています．英語も流暢というほどではない私

月単位で行き来するという生活を送っています．研究

ですが，できるだけ早く適応できるように昼食にはラ

プロジェクトの目的達成にも必須の技術だと確信して

ボのみんなと出かけ，お茶室で会話するように心がけ

おりましたので，このような生活を送ることにしまし

ています．

た．最近になって日本とボストンの直行便ができたの
で非常に助かります．インターネット時代ですので，

おわりに

日本でこれまで通り行ってきた仕事や雑用もスカイプ

思いつくままに書いてきましたが，日本とか海外と

などを駆使してそれなりにこなすことができます．た

いう概念を意識しすぎないほうが適応は早いと思いま

だ，平日はボストンでの研究をこなし，深夜と休日に

す．自分が推進したい，いいアイデアやテーマをもち

日本からの仕事もこなしながらの生活だったため，仕

周囲の理解を得られるのであれば，国内外関係なく飛

事漬けの毎日ではありました．が，新しい環境で新鮮

び込んでいけばいいと思います．渡航手続きの煩雑さ

な体験も多く，ストレスはあまり感じないように思い

や環境の変化，文化の違いなどの負担もあるので海外

ます．

を絶対的に推奨しようとは思いませんが，視野を広く

学会で海外に行く機会はそれなりにあり，ボストン

することはたしかにできると思います．

も訪れたことはありましたが，実際に住んでみると文

1 分子計測技術もある程度成熟され，生物学のさま

化の違いや日本のいい面も強く実感させられます．ボ

ざまな重要課題への応用や in vivo での計測に裾野を

ストンはアメリカ最古の〜とよばれるものが多くある

広げています．個人的にはメソスコピック領域のデザ

歴史ある街です．大学も多く学生が多く暮らしている

イン，制御を通して，上記課題にアプローチしていき

とのことで，研究者にとっても過ごしやすいのではな

たいと考えています．生体システムは複雑でいいかげ

いかと思います．歴史があり成熟すると保守的にな

んだけど非常にうまくできているようですが，どうう

り，同じく歴史のあるハーバードもそのような傾向が

まくできているのか，合成生物学的アプローチによっ

あると聞いたことがありますが，私の周囲を見ている

て DNAorigami と生体分子を自己組織化させデザイン

限りでは今の所そのような感じは受けませんでした．

することも始めています．1 分子の階層から生命の研

数年単位で過ごせば悪い面も見えてくるかと思います

究を始めましたが，当初の目的である 1 分子計測用の

が，研究テーマについても，チャレンジングな長期的

ツール作りと合わせて，ボトムアップ的に階層を上

なものと着実なものとバランスよく平行して進めてい

がって生き物らしさとは何か，腑に落ちる形で表現で

ました．

きればと思います．国内でも相乗効果を出せる場所を

交通機関や食事については，みなさんも経験された

探しています．上記テーマに興味をもたれた方は気軽

り聞いたりする範囲内の通りでそういうものだと思っ

にご連絡ください．
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書

タンパク質の一生―生命活動の舞台裏

評

永田和宏［著］
岩波新書，2008 年，B40 判，218 ページ，777 円（税込）
．
タンパク質のフォールディングという言葉自体
は，生物物理学分野においてもタンパク質を取り扱
う 方 々 に と っ て は な じ み の あ る 言 葉 か と 思 う．
フォールディングやアンフォールディング自体は，
試験管内で反応させること自体が不可能というわけ
ではない．しかしながら，実際の細胞内は濃度も濃
く，さまざまな生体分子やオルガネラがひしめいて
いる．そのような環境でタンパク質を正しくフォー
ルディングさせるために，細胞はさまざまな機能を
備えている．1 つは分子シャペロンがフォールディ
ングそのものを介助する．次に，フォールディング
できなかったものは分解して壊してしまうことで細
胞は恒常性を保っている．このようなタンパク質が
作られ壊される一連の過程（輪廻転生）をわかりや
すく解説したのが本書である．
本書は新書形式ではあるが，初歩的な細胞生物
学，とりわけタンパク質の合成と分解，細胞内輸
送，さらにはプリオン病やアルツハイマー病などタ
ンパク質のミスフォールディングが引き起こす病気

にいたるまでを，基本から解説している．
（北大・先端生命・細胞機能 北村

書

カラー図解

評

D・サダヴァ他［著］，石崎泰樹，丸山 敬［訳］
講談社ブルーバックス，2010 年，新書判，1,365 円（税込）
．

アメリカ版

大学生物学の教科書

原著は米国の大学生向け生物学の教科書『LIFE:
The Science of Biology 第 8 版』であり（すでに，第
9 版が出版されている），この全 57 章にも及ぶ大著
から細胞生物学に関連する章を抜き出して翻訳した
のが本書である．
細胞生物学といっても，分子生物学や遺伝子工学
と強くカップルした最新の研究成果をもとに，細胞
の示す多彩な機能のメカニズムが網羅的に記述され
ているのではない．本書は，細胞の構造および細胞
小器官の機能（第 1 章）に始まり，生体膜内外への
物質輸送（第 2 章）
，外界とは異なる構造・秩序を
維持するための生化学反応・エネルギー変換（第 3
章），食物代謝および光合成によるエネルギー獲得
（第 4，5 章）で構成されており，生命の最小単位と
しての細胞の仕組みを通じて，物理学および化学か
ら見た 生命 の俯瞰図を提供することに主眼が置

214

第1巻

朗）

細胞生物学

かれている．生物物理学の世界へ踏み出しつつある
学部生や大学院生のみならず，専門化・細分化の進
んでいる研究テーマにどっぷりつかってしまった若
手研究者にとって， 細胞 および 生命 の概観
を学ぶことは，自身の研究の出口イメージをもつ上
で非常に重要であろう．文章自体は正確な表現に努
めているため専門用語が多く決して理解が容易では
ないが，それを十分に補うだけの非常に多くのカラ
フルな模式図が効果的に使われており，本書は最初
の 1 冊として最適である．
ちなみに，『第 2 巻 分子遺伝学』では生命体とし
ての細胞が備えるもう 1 つの重要な機能である自己
複製・増殖について，
『第 3 巻 分子生物学』では細
胞内シグナル伝達・免疫・発生および組換え DNA 技
術をはじめとした応用についてまとめられている．
（北大・院・工学 永山昌史）
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書

タンパク質の立体構造入門

評

藤 博幸［編］
講談社，2010 年，B5 判，192 ページ，3,675 円（税込）
．

基礎から構造バイオインフォマティクスへ

「タンパク質の基礎を勉強するには，まずどの本
を読めばいいですか？」学生からこの質問をされる
といつも返答に困っていた．タンパク質の基礎を理
解するには，多くの分野に跨った広範な知識が必要
である．タンパク質を形作る原子間の化学結合や相
互作用に始まり，立体構造の特徴や多様性，フォー
ルディングに代表される特異的なダイナミクス，そ
れらに基づいた機能実現のメカニズムなど，知って
おくべきことは多岐にわたる．また，これらを明ら
かにしてきたさまざまな実験手法やシミュレーショ
ン，バイオインフォマティクスによる情報解析など
についても知っておくのが望ましい．しかし，どの
項目 1 つを取っても，それだけで 1 冊の本が必要と
なるほど勉強すべき内容は多い．ただ，必ずしも
すべての項目をきちんと理解する必要があるわけで
もない．まずは全体を見渡して，勉強すべき内容を
把握することから始め，必要と興味に応じて，次の
段階に進めるのが理想的だろう．今まではこのよう
な目的に適う本がなかった．しかし，これからは
「この本をとりあえずひと通り読んでみて．」と本書
を紹介することができる．
本書には，タンパク質を理解する上で必須と思わ
れる基本用語やポイントとなる考え方がコンパクト
に要領よくまとめられており，全体を俯瞰するのに

絶好の書である．全部で 7 つの章で構成されてお
り，タンパク質の立体構造に主眼を据えて，基礎か
ら予測・デザインなどの最先端の話題まで幅広く取
り上げられている．副題からもわかるように，本書
は構造バイオインフォマティクスの教科書と銘打っ
ているが，従来の教科書とは異なり，情報学的な観
点は薄く，タンパク質を理解するための実践的な内
容に焦点が絞られている．さらに，立体構造決定法
に 1 章が充てられていたり，タンパク質のフォール
ディングが実験結果をもとに丁寧に説明されていた
りなど，実験・理論にかかわらず，必要と考えられ
る知識がバランスよく盛り込まれている．一方で，
取り上げられている内容の説明は必要最小限に留め
られており，具体例や図が充実しているとはいいが
たい．したがって，初学者が本書を読み通すだけで
基礎をしっかり身につけることは難しいと思われ
る．本書はあくまで全体像を理解するためのもの
で，個々の詳細については別途じっくり学習する必
要があるだろう．本書はこのような道筋をつけてく
れるという意味で，まさに入門書とよぶにふさわし
い．分野の細分化が進み，個々の研究テーマや手法
への特化が激しい昨今，全体を概観できる本書は必
読の書である．
（横浜市立大学 渕上壮太郎）

編
集
後
記

持ちになります．先日，神経がご専門の先生に，
編集委員を拝命して，2 年目に入ります．会議の
末席に連なるたびに，編集委員の方々の話題の豊富
「生物物理の学会誌って，ほんとに面白いよね！」
と直接いっていただく機会がありました．とても嬉
さ，見識の深さに圧倒されています．また，記事を
査読させていただくことにより，さまざまな領域の
しくなり，思わず「そうでしょう！」と答えてしま
いました．
テーマに触れる機会にも恵まれ，たいへん勉強に
「生物物理」がこれからもっと面白くなるために，
なっています．
研究対象もアプローチも，多種多様な生物物理学
1 つ提案があります．それは，会員の皆さん自ら投
会．その会員の方々にとって興味深い話題を提案す
稿していただくことです．現在，記事の大部分は編
るために，編集委員会では熱い議論が重ねられてい
集委員からの提案で企画されています．われわれも
会員の優れた研究を見つけるべく日々目を光らせて
ます．会員によるすばらしい研究を紹介することは
はおりますが，どうしてもリサーチが及ばないこと
本誌の重要な役目ですが，生物物理にとって役立ち
そうな話題があれば，あえて非会員の先生にも執筆
もあります．これは！という研究を発表された際に
は，自ら「生物物理」に投稿してアピールしていた
をお願いすることもあります．査読も，科学的に正
しいかどうかはもちろんのこと，多様なバックグラ
だけませんでしょうか？若手はもちろんのこと，大
ウンドの会員に理解できるような文章になるように
御所の先生の原稿もぜひお待ちしています．年会の
配慮して，時間と労力をかけて行われています．こ
懇親会で料理を奪い合うようなエネルギーが，
「生
うしてできあがった「生物物理」誌を手に取って， 物物理」誌にもあふれることを期待しています．
提案した記事や査読をした記事が掲載されているの
（H. B.）
を見ると，我が子を見つけたようなわくわくした気
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大気圧走査電子顕微鏡

真 空 から大 気 へ
大気圧下の試料をASEM ※で観察できます。

大気

電 子と光 の 融 合

光学
顕微鏡

薄膜
ディッシュ

試料

試料をASEM ※と光学顕微鏡で同視野観察できます。

開 放された空 間

薄膜

試料室が大気圧下にあるため試料操作（薬品投与等）
が容易です。
ASEM※：Atmospheric SEM

薬品投与等

反射電子

検出器

真空

ASEM

お問い合せは、電子光学機器営業本部（EO販促グループ）TEL：042（528）3353
http://www.jeol.co.jp/

Serving Advanced Technology

本社・昭島製作所 〒196-8558 東 京 都 昭 島 市 武 蔵 野 3 − １ − 2 TEL：042-543-1111
営 業 企 画 室 〒190-0012 東京都立川市曙町2−8−3 新鈴春ビル3F TEL：042-528-3381
札幌（011）726-9680・仙台（022）222-3324・筑波（029）856-3220・東京（042）528-3211・横浜（045）474-2181
名古屋（052）581-1406・大阪（06）6304-3941・広島（082）221-2500・高松（087）821-0053・福岡（092）411-2381

＜資料請求番号 302-6＞

MGMT. SYS. MGMT. SYS.
R v A C 024 R vA C 42 5
ISO 9001 & 14001 REGISTER ED FIRM

ISO 9001 & ISO 14001 認証取得

目次に戻る

＜資料請求番号 302-8＞

STEM Tomography
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Noda et al., Nature Communications 2012.
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