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【選定理由】
本論文は，細胞内において触媒反応が掛け算的に起こることに着目し，細胞内で発現するタンパク質の
量が対数正規分布にしたがう（発現量の平均値と分散が比例関係にある）ことを導いたものである．この
関係は，蛍光タンパク質の発現量（と揺らぎ）の計測によって検証された．この成果は，1 細胞内での遺
伝子発現量の動態研究の先駆けであり，その後の研究の基礎となっている．また本論文の被引用数は，該
当する BIOPHYSICS 誌掲載論文の中で飛びぬけて多い．
以上の理由により，本論文を第 1 回 BIOPHYSICS 論文賞に相応しい論文であると認める．
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「将来，大学の先生になりたい人は？」大学院の集中講義に来
ていただいていた先生が，授業中にした質問である．さて，何人
が手をあげただろうか．博士後期課程の学生が 10 人程度受講し
ていたにもかかわらず，手をあげた学生はゼロだったとのこと．
私の所属する大学院は化学系ということもあり，卒業後の進路に
企業での就職を希望する学生が多いという事情もあるが，それに
しても 0 人とは．大学教員という職は，それほど学生にとって魅
力のないものになってしまったのだろうか．
大学院入試で受験生の面接をしたときに，似たような質問をす
ると，10 名程度は将来アカデミックな職に興味があると答える．
例年 40 名程度の受験者がいるので，4 分の 1 ぐらいは手をあげ
てくれてもよさそうなものであるが，ゼロである．とすると，研
究室で過ごすうちに，だんだん魅力がなくなっていくということ
だろうか．これはまずい．
「大学の先生になりたくない理由は，何だったと思いますか？」
と聞かれ，将来の見通しのつきにくさだろうか，競争の激しさだ
ろうか，などとあれこれ考えた．しかし答えは単純で，
「そばで
見ていて，あまりに忙しすぎるから」，「忙しすぎてとてもわりに

なりたい人ゼロ．
巻／頭／言

合わない」との回答であったとのこと．中には，忙しすぎる先生
に同情して心配さえしている学生さんもいたとのことである．
確かに，忙しい．まわりの先生方を見ても忙しい．私自身，
次々と襲ってくる書類の締め切りや会議やに追われ（私の場合は
新米で要領がよくわかっていないこともあるが）
，学生が実験や
解析の相談に来ても「ごめんなさい，後でお願い」と告げること
が多い．一段落ついて学生と話し始めても，「忙しそうですね」
とか「疲れていませんか」とか，逆に気を遣って慰めてもらう羽
目になることもしばしばである．
なるほど毎日忙しくしていて，疲れた顔ばかり見せらつけられ
ていては，この職に魅力がなくなるのも当然である．学生たちは
実験や研究そのものに魅力をなくしているわけではない．ただ私
たちが忙しくて好きなこともできずに，消耗しているように見え
ているのだ．
忙しいという現実はそう簡単には変えらないが，まずは自分た
ちがもっと楽しそうにしないといけないと感じた．雑務はできる
だけさっさと片付けて（そう，この文章もさっさと片付けて）
，
楽しんで研究しているところを学生さんたちに見せつけないと．

今田勝巳，Katsumi IMADA
大阪大学大学院理学研究科，教授
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染色体セントロメア領域を決定する特殊なヌクレオソーム構造
Structure and Function of Centromeric Nucleosomes Containing CENP-A
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セントロメア領域は，姉妹染色分体の均等分配機構において，必須のゲノム DNA 上の領域である．この領域は，CENP-A ヌ
クレオソームを基礎とする特殊なクロマチン構造を形成している．本項では，CENP-A ヌクレオソームの X 線結晶構造解析に
よる最新の知見を紹介し，セントロメア領域のクロマチン構造について解説する．
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染色体セントロメア領域を決定する
特殊なヌクレオソーム構造
立和名博昭，胡桃坂仁志

早稲田大学理工学術院

Centromeres are the chromosome loci for kinetochore assembly. They are attachment sites for microtubules during mitosis. CENP-A is a widely conserved protein, which speciﬁcally localizes at centromeres of every chromosomes, and is
considered to be a fundamental epigenetic mark for centromeres. Since CENP-A shares high sequence similarity to histone H3, it has been supposed to be incorporated into the centromere-speciﬁc nucleosome, instead of histone H3. Recently, we determined the crystal structure of the human nucleosome containing CENP-A, and revealed its structural
and functional properties. In this review, recent discoveries pertaining to the centromeric chromatin architecture containing CENP-A are described.
centromere / chromatin / nucleosome / histone / CENP-A

1.
はじめに

ゲノム DNA は遺伝情報を担う媒体であるため，細
胞分裂に伴い正確に継承されなければならない．細胞
周期の S 期に複製により倍加したゲノム DNA は，G2
期を経て M 期（分裂期）に凝縮した姉妹染色体とな
り，2 つの娘細胞に均等に分配される．このゲノム

図1
M 期染色体の均等分配の模式図．M 期染色体は，セントロメア領
域上に集積したキネトコア複合体に結合した紡錘糸によって，両
極に引っ張られる．

DNA の倍加と均等分配機構により，細胞は分裂を繰
り返しても，遺伝情報を損なうことなく保持し続ける
ことができる．この分裂期染色体の姉妹染色体上にそ
れぞれ形成されたキネトコア複合体に，中心体から伸
びてきた紡錘糸が結合する．キネトコア複合体に結合

ヌクレオソーム構造が基盤となり，その領域の特異的

した紡錘糸によって姉妹染色分体が細胞の両極に引っ

な機能を担保する高次クロマチン構造が構築されてい

張られ，染色体の均等分配はなされる（図 1）．

ると考えられてきた．これまでにさまざまなセントロ

セントロメアは，キネトコア複合体が形成される染

メア特異的ヌクレオソームの構造モデルが提案されて

色体上の領域である．セントロメア領域の形成不全

きたが，その構造については激しい論争の対象であっ

は，キネトコア複合体の形成不全を引き起こし，紡錘

た．近年，筆者らはヒトのセントロメア特異的ヌクレ

糸と姉妹染色分体の正しい結合が損なわれる．そのた

オソームの X 線結晶構造解析に成功し，セントロメ

め，染色体の正確な均等分配が行われず，染色体の異

ア領域のヌクレオソーム構造に 1 つの重要な解答を与

数性につながる．このようにセントロメア領域は重要

えることができた．そこで本解説では，セントロメア

な領域であるにもかかわらず，セントロメア領域が，

領域特異的なヌクレオソームについて，その論争の背

どのようにして他のゲノム領域から区別され，各染色

景を紹介し，X 線結晶構造解析によって解明されたセ

体上の特定の領域に形成されるのか，また確立したセ

ントロメア特異的ヌクレオソームの構造的，機能的特

ントロメア領域が細胞分裂や分化を経てエピジェネ

徴を概説する．

ティックに維持されるのかなど，多くの問題が未解明
のまま残されている．セントロメア領域では，特殊な
Structure and Function of Centromeric Nucleosomes Containing CENP-A
Hiroaki TACHIWANA and Hitoshi KURUMIZAKA
Waseda University, Graduate School of Advanced Science & Engineering
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実際の真核生物のクロマチンでは，ヌクレオソーム

2.
セントロメア領域のクロマチン構造

がリンカーDNA によって数珠状に連なった構造となっ

セントロメア領域の形成および維持に必須の因子を

ている．クロマチンの高次構造は，細胞周期，分化，

明らかにするために，多くのセントロメア領域特異的
に集積するタンパク質が同定された

1)-4)

外部刺激などによりダイナミックに変動すると考えら

．これらの因

れており，このようなクロマチン動的性質により，転

子の 1 つに，ヒストン H3 バリアントである CENP-A

写・複製・組換えなどのさまざまな DNA 代謝の制御が

が存在する 1)．CENP-A は，酵母からヒトにいたるま

行われ，細胞の多様性を生み出すことに寄与している．

で保存されており，ヒト，マウス，ニワトリ，ショウ

セントロメア領域は，M 期の染色体において，他

ジョウバエ，線虫，酵母などの細胞株や個体を用いた

の領域と比べて高密度に凝集していること，前述した

遺伝学的研究により，セントロメア領域の形成および

ように特異的なタンパク質が集積していることから，

維持機構に必須な因子であることが明らかとなってい

特徴的なクロマチン構造を形成していると考えられ

る．真核生物のゲノム DNA は，クロマチンとよばれ

てきた．リンカー DNA を特異的に切断するマイクロ

る高次構造によって染色体に折りたたまれている．ヌ

コッカルヌクレアーゼによりクロマチンを限定分解

クレオソームはクロマチンの基本単位であり，4 種類

した場合，セントロメア領域の一部は他の染色体領域

のヒストン（H2A，H2B，H3，H4）からなるヒストン

とは異なる切断パターンを示すことが知られてい

8 量体に，約 150 塩基対の DNA が左巻きに結合した

る 6)．このことは，セントロメア領域は他の領域とは

5)

構造体である ．ヒストン H2A，H2B，H3，および

異なったクロマチン構造を形成していることを示唆し

H4 は，長い α ヘリックスの両端に短い α ヘリックス

ている．セントロメア領域に特徴的なクロマチン構造

が位置するヒストンフォールドドメインを共通しても

は，セントロメア領域に特異的に局在するヒストン

つ（図 2）
．H2A と H2B は特異的なヘテロ 2 量体を形

H3 バリアントである CENP-A によると考えられてい

成する．同様に，H3 と H4 も特異的なヘテロ 2 量体

る．ヒトの場合，CENP-A を除き，現在までに同定さ

を形成する．H2A/H2B へテロ 2 量体とは異なり，H3/

れている H3 バリアント間には 95% 以上の相同性が

H4 ヘテロ 2 量体はさらに会合して，H3/H4 4 量体を

あるが，CENP-A と H3 の相同性は，わずか 46% と他

形成する．ヌクレオソームは，H3/H4 4 量体が DNA

のH3バリアントと比べて著しく低い．このことから，

に 結 合 し た 複 合 体（テ ト ラ ソ ー ム） に，2 分 子 の

CENP-A を含むヌクレオソームは，H3 を含むヌクレ

H2A/H2B へテロ 2 量体が結合してヒストン 8 量体を

オソームと構造上に違いがあることが考えられてきた

含むヌクレオソームが形成されると考えられている．

（以降 CENP-A ヌクレオソームおよび H3 ヌクレオソー
ムと表記）
．CENP-A ヌクレオソームが形成する特徴
的なクロマチン構造が，セントロメア領域特異的に集
積するタンパク質群の目印となり，セントロメア領域
のエピジェネティックな形成および維持が行われてい
るのかもしれない．このような観点から，CENP-A ヌ
クレオソームの構造について，多くの解析がなされ，
これまでに複数のモデルが提案されている．

3.

CENP-A ヌクレオソーム構造
これまでに提案されている CENP-A ヌクレオソーム
構造モデルは，大きく分けて 5 種類が存在する（図 3）
．
（1）オクタソームモデル

オクタソームモデルは，通常のヌクレオソームと同
様に，ヒストン 8 量体に DNA が左巻きに結合した構

図2
ヒストン H2A，H2B，H3 および H4 のヌクレオソーム中の構造．
いずれのヒストンも長い α ヘリックス（α2）の両側に短い α ヘリッ
クス（α1 および α3）が存在するヒストンフォールドドメインを
もつ．

造モデルである．オクタソームモデルでは，ヒストン
H3 の代わりに CENP-A がヒストン 8 量体にとりこま
れ，ヒストン H2A，H2B，H4，および CENP-A の各
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ら，ヒト細胞から調製した CENP-A ヌクレオソームも
ヘミソームであることを支持する結果も併せて報告さ
れている 12)．さらに，ショウジョウバエ CENP-A およ
び出芽酵母 Cse4（出芽酵母の CENP-A ホモログ）ヌク
レオソームは，DNA がヒストン複合体に右巻きに結
合しているという報告もなされた 13)．これらのことよ
り，セントロメア領域のヌクレオソーム，H2A/H2B/
CENP-A/H4 のヘテロ 4 量体に DNA が右巻きに巻き
付いた特殊なヘミソーム構造であると提案された．し
かし，同じく出芽酵母を用いた解析から，Cse4 ヌク
レオソームは DNA がヒストン複合体に左巻きに結合
していることを示す結果が複数報告され 14)-16)，ヘミ

図3
CENP-A ヌ ク レ オ ソ ー ム の モ デ ル．（a） オ ク タ ソ ー ム モ デ ル，
(H2A/H2B/CENP-A/H4)2，DNA は左巻きに結合（b）ヘミソームモ
デル，H2A/H2B/CENP-A/H4，DNA は右巻きに結合（c）コンパク
ト・オクタソームモデル，(H2A/H2B/CENP-A/H4)2，DNA は左巻き
に結合，オクタソームモデルより CENP-A/H4-CENP-A/H4 インター
フェイスの角度が狭い（d）テトラソームモデル，(CENP-A/H4)2，
DNA は左巻きに結合（e）ヘキサソームモデル，(Scm3/CENP-A/
H4)2，DNA は左巻きに結合．

ソームの存在は議論となっている．
（3）コンパクト・オクタソームモデル

DNA を含まない CENP-A/H4 4 量体の X 線結晶構造
解析の結果から，CENP-A/H4 4 量体はヌクレオソー
ム中の H3/H4 4 量体と比較して若干コンパクトな構
造 で あ る こ と が 示 さ れ た 17)． こ れ は，CENP-A/H4-

2 分子がヌクレオソームを形成している．オクタソー

CENP-A/H4 間のインターフェイスの角度がヌクレオ

ムモデルは，ヒト培養細胞から単離した CENP-A ヌク

ソーム中の H3/H4-H3/H4 インターフェイスの角度と

レオソームに各ヒストンが同一のストイキオメトリー

異なっていることに起因していた 17)．このことより，

で存在すること 7)，精製した各ヒストンを用いた再構

CENP-A ヌクレオソームは，H3 のそれと比較してコ

成実験において効率よく形成されること 8), 9) などから

ンパクトな構造であるという，コンパクト・オクタ

広く指示されてきた．そして，筆者らは，2011 年に

ソームモデルが提案された．しかし，実際の CENP-A

ヒトの CENP-A ヌクレオソームの X 線結晶構造解析

ヌ ク レ オ ソ ー ム の 結 晶 構 造 中 で は，CENP-A/H4-

に成功し，CENP-A ヌクレオソームがオクタソームで

CENP-A/H4 間のインターフェイスの角度は，ヌクレ

あることを示した 10)．CENP-A ヌクレオソームの X 線

オソーム中の H3/H4-H3/H4 間のそれと変わらないこ

結晶構造解析により得られた知見については，詳しく

と が 明 ら か に な っ た 10)． コ ン パ ク ト な CENP-A/H4

後述する．

4 量体は，DNA を含まない遊離型でのみ見られる構
造なのかもしれない．

（2）ヘミソームモデル

ショウジョウバエの細胞の抽出液を用いて，クロマ

（4）テトラソームモデル

チン中の H3 複合体と CENP-A 複合体（ショウジョウ

出芽酵母を用いたクロマチン免疫沈降実験の結果か

バエの CENP-A は CID とよばれているが，本解説では

ら，セントロメア領域では H2A/H2B の量が他の領域

CENP-A と表記する）を化学的に架橋し，それぞれを特

と比べて著しく少ないことが示された 18)．同様に，分

異的な抗体で沈降した結果，H3 複合体は 8 量体とし

裂酵母を用いたクロマチン免疫沈降の実験からも，

て架橋されたが，CENP-A 複合体は 8 量体と比べ分子

H2A/H2B の量がセントロメア領域では少ないことが

量が半分程度の複合体として架橋された 11)．この結果

報告された 19)．オクタソームモデルやヘミソームモデ

から，ショウジョウバエのセントロメア領域に存在す

ルでは，いずれも各ヒストンの分子数の比は同じであ

る CENP-A ヌクレオソームは，H2A，H2B，CENP-A，

る．したがって，出芽酵母のセントロメア領域では，

H4 が各 1 分子からなる 4 量体に DNA が巻きついた

オクタソームやヘミソームではなく，(Cse4/H4)2 4 量

ヘミソームモデルが提案された．さらに，原子間力顕

体が DNA に結合したテトラソームを形成していると

微鏡による観察から，CENP-A ヌクレオソームの高さ

いうモデルが提案された．しかし，別のグループが，

は，H3 ヌクレオソームの高さの半分程度であると報

エピトープタグを付加した Cse4 を発現させた出芽酵

告された 12)．また，免疫電子顕微鏡法による解析か

母のクロマチンを，マイクロコッカルヌクレアーゼで
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（1）CENP-A ヌクレオソームに含まれる DNA の長さ

モノヌクレオソームまで分解し，エピトープタグを認

H3 ヌクレオソームでは，145–147 塩基対の長さの

識する抗体で Cse4 ヌクレオソームを沈降させた結果，
H2A/H2B が Cse4 と共沈降することを報告した 20)．酵

DNA が，ヒストン 8 量体 (H2A/H2B/H3/H4)2 の周り

母のセントロメア特異的ヌクレオソームにおける

に左巻きに 1.65 回巻き付いている．一方，CENP-A ヌ

H2A/H2B の存在は，興味ある議論の対象である．

ク レ オ ソ ー ム の 場 合，121 塩 基 対 の DNA が 安 定 に
CENP-A ヒ ス ト ン 8 量 体 (H2A/H2B/CENP-A/H4)2 に

（5）ヘキサソームモデル

結合していることが明らかになった．結晶構造解析に

出芽酵母において Cse4/H4 複合体と相互作用する

は，147 塩基対の DNA を使用したため，このことは

17)

因子として Scm3 が同定された ．2 分子の Scm3 は，

CENP-A ヌクレオソームの両端において，13 塩基対

DNA と結合していない (H2A/H2B/Cse4/H4)2 8 量体中

の DNA 領域がフレキシブルであることを示していた．

の 2 分子の H2A/H2B2 量体と置き換わることが，生

DNA の結合様式は通常のヌクレオソームと同様であ

17)

化 学 的 解 析 に よ っ て 示 さ れ た ． こ の こ と か ら，

り，CENP-A ヌクレオソームでも DNA は左巻きに結

(Scm3/Cse4/H4)2 6 量体に DNA が結合しているヘキサ

合していた．

ソームモデルが提案された．ヘキサソームモデルは，

この CENP-A ヌクレオソームでの DNA 両端のフレ

上述したクロマチン免疫沈降実験の結果（セントロメ

キシビリティーは，生化学実験においても確認され

ア領域では沈降される H2A，H2B の量が他の領域と

た．具体的には，再構成した CENP-A ヌクレオソー

比べて減少する）と矛盾しない．一方，2011 年に発

ムにおける DNA 末端のエキソヌクレアーゼに対する

表された Scm3 と Cse4/H4 複合体の X 線結晶構造解析

感受性を調べた．その結果，CENP-A ヌクレオソーム

の結果，Scm3/Cse4/H4 3 量体を形成しており，6 量体

では，H3 ヌクレオソームと比較して DNA 末端がエ

21)

は形成していなかった ．Scm3/Cse4/H4 3 量体の構造

キソヌクレアーゼに対して高い感受性を示すことがわ

において，Scm3 は Cse4/H4 4 量体を形成するために

かった．次に，結晶構造解析とは異なった DNA 配列

重要な Cse4-Cse4 インターフェイスに結合していたた

を用いて，CENP-A ヌクレオソームのエキソヌクレ

め，Scm3/Cse4/H4 3 量体の状態では Cse4-Cse4 間での

アーゼに対する感受性試験を行ったところ，CENP-A

結合が形成されない．さらに，Scm3 が欠失した出芽

ヌクレオソームの DNA 高感受性は，DNA 配列に依

酵母株の表現型は致死であるが，この株に Cse4 を強

存しないことが明らかとなった．ヌクレオソームの両

制発現させると，酵母が生存できるようになることが

端では，ヒストン H3 の N 末端側のテール領域が直

20)

報告された ．このことは，Scm3 がヌクレオソーム

接 DNA と 結 合 し て い る． し か し CENP-A ヌ ク レ オ

の直接の構成成分ではないことを示唆している．

ソームでは，αN ヘリックスが通常の H3 よりも短く，
αN ヘリックスよりも N 末端側領域はディスオーダー
していた．CENP-A ヌクレオソームの DNA 末端のフ

4.

CENP-A ヌクレオソームの立体構造

レキシビリティーは，おそらく CENP-A に特異的な

CENP-A ヌクレオソームの立体構造に関しては多数

N 末端側の構造に起因すると考えられる．

のモデルが提案され，代表的なものを本稿にて紹介し

ヌクレオソームの両端の DNA の配向は，隣のヌク

た．著者らは 2011 年に，ヒト CENP-A ヌクレオソー

レオソームの 3 次元位置に影響を与える．このことか

ムの X 線結晶構造解析に成功し，その立体構造を決

ら，CENP-A ヌクレオソームの両端の DNA のフレキ

10)

定した ．

シビリティーは，セントロメア領域に特徴的なクロマ

ヒト CENP-A ヌクレオソームは，各 2 分子のヒス

チンの高次構造の形成に大きな影響を与えると考えら

ト ン H2A，H2B，H4，CENP-A か ら な る (H2A/H2B/

れる．高次クロマチンにおける CENP-A ヌクレオソー

CENP-A/H4)2 8 量体に，DNA が左巻きに結合した構

ムの構造的な重要性は，今後の興味ある問題である．

造を形成していた（図 4）．全体構造は，通常の H3 ヌ
（2）loop1 領域

クレオソームと類似した構造であった．今回，X 線結
晶構造解析によって決定した CENP-A ヌクレオソーム

前述したように，ヌクレオソーム中の CENP-A の

の立体構造は，基本的にオクタソームモデルとよく一

構造は，N 末端領域では大きく H3 と異なっていたが，

致している．しかし，H3 ヌクレオソームには見られ

ヒストンフォールドドメインにおいては H3 と非常に

ない CENP-A ヌクレオソームに特徴的な構造も明らか

似ていた（図 2）
．しかし CENP-A は，ヒストンフォー

となった．以下に，これらの特徴について概説する．

ルドドメイン内に存在する α1 ヘリックスと α2 ヘリッ
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造解析では，CENP-A-CENP-A インターフェイスの角
度が，ヌクレオソーム中の H3-H3 インターフェイス
の角度と異なっていた 15)．そのため，CENP-A ヌクレ
オソームは H3 のそれよりも若干コンパクトな構造を
形成すると想定され，オクタソームモデルが提案され
た．しかし，CENP-A ヌクレオソーム中の CENP-ACENP-A インターフェイスの角度は，ヌクレオソーム
中の H3-H3 のそれとほとんど同じであった．した
がって，CENP-A/H4 複合体で見られたコンパクトな

図4
CENP-A ヌクレオソーム（左，PDBID: 3AN2）および H3 ヌクレオ
ソ ー ム（右，PDBID: 3AFA） の 全 体 構 造．CENP-A を 青 と 緑，H3
をピンクと黄色で示した．CENP-A ヌクレオソームにおいて，茶
色の楕円は，構造の決まらなかった DNA の領域を示す．

4 量体構造は，DNA に結合する前の pre-assemble 複合
体なのかもしれない．また CENP-A ヌクレオソーム
において，CENP-A-CENP-A 間に特異的な水素結合が
形 成 さ れ て い る こ と も わ か っ た 22)． こ の CENP-ACENP-A インターフェイスにて分子間での水素結合を
形成しているアミノ酸残基は，H3 においても保存さ
れているが，CENP-A ヌクレオソームにて見られた水
素結合は，通常のヌクレオソームでの H3-H3 イン
ターフェイスでは観察されない．大変興味深い知見で
ある．

図5
ヌクレオソーム中の CENP-A の loop 1 の位置を示す（左）
．ヌク
レオソーム中の CENP-A と H3 の loop 1 領域の拡大図（右）．青色
が CENP-A でピンクが H3 である．

（4）CENP-A の C 末端領域

CENP-A はセントロメア領域決定の中心的役割を果
たすが，これまでに CENP-A ヌクレオソームに直接結

クスを結ぶ loop1 領域に，H3 と比べ 2 アミノ酸の挿

合して機能するタンパク質としては，MgcRacGAP 23)，

入をもつ．CENP-A ヌクレオソームは，通常のヌクレ

CENP-N 24)， そ し て CENP-C 25) な ど が 報 告 さ れ て い

オソームと同様に円盤状の構造体である．loop1 領域

る．CENP-C は，恒常的にセントロメア領域に局在す

は，円盤状構造の上部および下部に位置しており，ヌ

る Constitutive Centromere-Associated Network (CCAN) 4)

クレオソームの表面に突出していた（図 5）
．この位

の 1 つである．これまでの解析により，CENP-C はセ

置は，CENP-A がヌクレオソームに取り込まれた状態

ントロメア領域のクロマチンとキネトコア複合体を連

においても他の因子が認識可能な領域であった．そこ

結する役割を担うと考えられており，機能的なセント

で，CENP-A の loop1 領域の機能を調べるために，loop1

ロ メ ア 領 域 の 形 成 に 必 須 の 因 子 で あ る． 近 年，

の先端に位置する 2 アミノ酸の挿入を欠失した変異体

CENP-C が CENP-A ヌクレオソーム中の CENP-A の C

CENP-A を培養細胞内で強制発現させ，その局在を調

末端 6 アミノ酸に相互作用し，機能的なセントロメア

べた．その結果，この欠失変異体はヒトの培養細胞に

を形成することが報告された 24)．この CENP-A の C

おいてセントロメア領域に局在することはできるが，

末端 6 アミノ酸領域は，CENP-A ヌクレオソームの結

野生型の CENP-A と比較して著しく早くセントロメ

晶構造中ではディスオーダーしていたが，ヌクレオ

ア領域から脱落することがわかった．このことは，

ソームの表面に突出していると考えられた．これらの

loop1 に存在する 2 アミノ酸の挿入は，CENP-A のセ

構造的および生化学的な新知見は，キネトコア複合体

ントロメア局在には必要ないが，CENP-A が安定的に

の形成に重要と考えられている CENP-A ヌクレオソー

セントロメア領域に維持されるために必要であること

ムと CENP-C との相互作用のメカニズムの解明に重

がわかった．CENP-A の loop1 に結合し，CENP-A の

要な手がかりを与えた．

セントロメア局在を安定化するトランスの因子が想定
される．

5.
おわりに

（3）CENP-A-CENP-A インターフェイス

セントロメア領域に形成されている特徴的なクロマ

DNA を含まない CENP-A/H4 複合体の X 線結晶構

チン構造は，CENP-A ヌクレオソームを基本単位とし
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Tachiwana, H. et al. (2011) Nature 476, 232-235.

てエピジェネティックに維持・継承されている．その

10)

重要性から，これまでに CENP-A ヌクレオソームの

11)

Dalal, Y. et al. (2007) PLoS Biol. 5, e218.

12)

Dimitriadis, E. K. et al. (2010) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107,

構造について多くのモデルが提案されてきた．筆者ら

20317-20322.

の決定したヒトの CENP-A ヌクレオソームは，ヒス

13)

Furuyama, T., Henikoﬀ, S. (2009) Cell 138, 104-113.

トン 8 量体に左巻きに DNA が結合しているオクタ

14)

Camahort, R. et al. (2009) Mol. Cell 35, 794-805.

ソームモデルとよい一致を示したが，一方で，通常の

15)

Kingston, I. J. et al. (2011) J. Biol. Chem. 286, 4021-4026.

16)

Dechassa, M. L. et al. (2011) Nat. Commun. 2, 313.

17)

Sekulic, N. et al. (2010) Nature 467, 347-351.

ヌクレオソーム構造とは異なる CENP-A ヌクレオソー
ムの特徴も明らかにした．CENP-A は，細胞周期の S

18)

Mizuguchi, G. et al. (2007) Cell 129, 1153-1164.

期ではなく，M 期の終わりから G1 期のはじめあたり

19)

Williams, J. S. et al. (2009) Mol. Cell 33, 287-298.

でセントロメアに取り込まれることがわかっている．

20)

Camahort, R. et al. (2009) Mol. Cell 35, 794-805.

21)

そのため，S 期で倍化した染色体のセントロメア領域

Cho, U. S. et al. (2011) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 93679371.

では，G1 期の半分の量の CENP-A ヌクレオソームに

22)

Tachiwana, H. et al. (2012) Nucleus 3, 1-6.

てクロマチンが形成されていることになる．このよう

23)

Lagana, A. et al. (2010) Nat. Cell Biol. 12, 1186-1193.

な時期には，成熟した CENP-A ヌクレオソームのみ

24)

Carroll, C. W. et al. (2009) Nat. Cell Biol. 11, 896-902.

25)

Guse, A. et al. (2011) Nature 477, 354-358.

ではなく，過渡的な中間体 CENP-A ヌクレオソーム
が存在することは十分に考えられることである．おそ
らく筆者らの決定した CENP-A ヌクレオソームは，成
熟した状態を反映していると思われるが，テトラソー
ム，ヘミソーム，ヘキサソーム，コンパクト・オクタ
ソームなどは，過渡的な CENP-A ヌクレオソームを
反映しているのかもしれない．このような CENP-A ヌ

立和名博昭

クレオソームの構造的特徴が及ぼす高次クロマチン構
造への影響は，機能的なセントロメア―キネトコア構
造の形成機構を理解する上でたいへん興味深い．
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用 語 解 説

キネトコア複合体
Kinetochore complex
セントロメア領域上に集積するタンパク質複合体
で，細胞分裂期に紡錘糸と結合する．セントロメ
ア領域のクロマチンに直接結合している因子，そ
れらに結合している因子，紡錘糸と直接結合する
因子からなる巨大な複合体である．
（220 ページ）
（立和名ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

225

立和名博昭（たちわな ひろあき）
日本学術振興会海外特別研究員，キュリー研究所
（フランス）
2009 年早稲田大学大学院理工学研究科博士後期
課程修了，博士（理学）
，早稲田大学理工学研究
所助手，理工学術院助教を経て，12 年 6 月より
現職．
研究内容：試験管内再構成系を用いたクロマチン
の構造解析および機能解析
連絡先：26, rue d'Ulm, 75231 Paris Cedex 05, France
E-mail: hiroaki.tachiwana@curie.fr
胡桃坂仁志（くるみざか ひとし）
早稲田大学理工学術院教授
1995 年埼玉大学理工学研究科博士後期課程修
了， 博 士（学 術）
， ア メ リ カ 合 衆 国 国 立保 健 研
究所（NIH）博士研究員，理化学研究所研究員，
2003 年早稲田大学理工学部助教授・准教授を経
て，08 年より現職．
研究内容：クロマチンの機能的な構造とダイナミ
クスの研究およびその DNA 組換え反応における
役割の解明
連絡先：〒 162-8480 東京都新宿区若松町 2-2
E-mail: kurumizaka@waseda.jp
URL: http://www.eb.waseda.ac.jp/kurumizaka/

エピジェネティクス
Epigenetics
DNA 配列によらない遺伝子発現制御機構．世代を
超えて継承されることからエピジェネティクスと
よばれる．ヒストンの翻訳後修飾，ヒストンバリ
アント，DNA のメチル化などによって規定された
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伝子発現制御の根幹であると考えられている．
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光電変換タンパク質チャネルロドプシンの動作メカニズム
八尾 寛1,2,3，谷本早希1,2,3，石塚 徹1,2，高橋哲郎4
1

東北大学大学院生命科学研究科，2CREST-JST，3東北大学脳科学GCOE，4東邦大学薬学部

Channelrhodopsins (ChRs), which were ﬁrst identiﬁed from Chlamydomonas genome, are light-gated ion channels. Although ChRs are
now widely applied for optogenetics in many biomedical ﬁelds such as neuroscience, the mechanisms are mostly unknown how the light
absorption can gate the ion channel to be open. In this review, the photocurrent kinetics of ChRs is discussed in relation to the photocycle models. The glutamic acid residues uniquely present in B helix appear to regulate the ﬂux of permeable cations. One of them, E97
would lie in the outer pore and interact with a cation to facilitate the dehydration.
channelrhodopsin / optogenetics / ion channel / photocycle model / photocurrent kinetics / ion ﬂux

1.

わせもっている．遺伝子工学的方法を用いて，ChR2
を神経細胞に導入・発現することにより，神経細胞に
光感受性が新たに獲得される 6)-9)．さまざまな動物の
イン・ビボおよびイン・ビトロの系に，この技術を応
用することにより，光照射により神経細胞ネットワー
クを働かせることが試みられている．また，ヒトの網
膜色素変性と同様に，遺伝的に網膜光受容体細胞が変
性するモデル動物を用いた研究において，ChR2 を網
膜神経節細胞に導入・発現させることにより，視覚が
回復することが報告されている 9), 10)．
チャネルロドプシン，ハロロドプシン，アーキロド
プシンなどの古細菌型ロドプシンファミリータンパク
質は光トランスデューサー分子の代表的なものであ
る．7 回膜貫通領域を有するオプシンタンパク質の G
ヘリックスのリジン残基に，ビタミン A 誘導体のレ
チナールがシッフ塩基共有結合した共通の構造を有し
ている（図 1a, b）
．チャネルロドプシンにおいては，
光受容のオン・オフによってイオンチャネルのゲート
の開閉が制御されているが，イオン透過のメカニズム
はどのようになっているのだろうか．

はじめに

ニューロンのネットワーク機能の解析において大き
な役割を占めているのが，遺伝子工学を応用した光操
作法―オプトジェネティクスである．数年前まで
は，オプトジェネティクスはネットワーク機能の解析
（アウトプット）に限定されていた．すなわち，緑色
蛍光タンパク質（GFP）やその改変体を利用したレポー
タータンパク質の蛍光の波長や強度を光学的に計測す
ることによって，ニューロンの pH やカルシウム濃度，
膜電位の変動を計測するのである．ところが，近年，
緑藻類のタンパク質を利用することで，ニューロンへ
のインプット技術の開発が飛躍的に進歩している．
淡水池沼に普通に生息しているクラミドモナスは，
葉緑体をもち，光合成をする緑藻類に属する単細胞真
核生物である．クラミドモナスは，眼点近傍の特殊な
膜領域で光を受容し，鞭毛運動を制御することによ
り，光依存的な行動を示す．クラミドモナスの一種
Chlamydomonas reinhardtii の眼点近傍に分布している古
細菌型ロドプシンファミリータンパク質は，可視光に
応答して陽イオンを透過させ，膜電位を制御すること
により，光依存的な行動を制御していると考えられて
いる 1)．クラミドモナスにおいては，2 種類の古細菌
型 ロ ド プ シ ン タ ン パ ク 質， チ ャ ネ ル ロ ド プ シ ン 1
(ChR1) とチャネルロドプシン 2 (ChR2) が報告され
ている 2)-5)．これらは，光受容チャネルの一種であり，
単一の分子で，光感受性とイオンチャネルの機能をあ

2.

光電流キネティクス

暗順応した基底状態では，レチナールは all-trans の
構造をとっている．しかし，光子エネルギーを吸収す
ることにより，13-cis の構造に光異性体化する．この
ことが引き金になり，チャネルロドプシンは，基底状

Molecular Dynamics of Photo-electrical Transducing Proteins, Channelrhodopsins
Hiromu YAWO1,2,3, Saki TANIMOTO1,2,3, Toru ISHIZUKA1,2 and Tetsuo TAKAHASHI4
1
Tohoku University Graduate School of Life Sciences
2
JST-CREST
3
Tohoku University Basic and Translational Research Center for Global Brain Science
4
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Toho University
※図 1，図 3，図 4 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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態を脱し，中間体を経て，活性化する．そして，レチ
ナールが all-trans 構造に戻るにともない，再び基底状
態に戻る（図 1c）．光が当たり続けている間，この
フォトサイクルを繰り返す 11)．このとき，膜を介する
陽イオンの移動により，図 1d のような光電流が発生
する．光電流の大きさは，照射光の強さに依存してい
る．また，光電流キネティクスとして，ON 相，ピー
ク電流，脱感作，定常電流，OFF 相などが認められ
る．
基底状態（G）では，イオンに対し非透過性だが，
活性化状態（O）では，イオン透過性になる．した
がって，イオン透過性に注目すると，チャネルロドプ
シンのフォトサイクルは，図 2 に表わすような 2 状
態に集約できる．
チャネルロドプシン単分子については，G から O

ると，光照射により生ずる光電流の大きさは，以下の
関係で表される．ここで，i は，チャネルロドプシン
単一チャネルにより生ずる電流，p は，O 状態をとる
確率である．
I = i N p,

（1）

光がないときは，すべてのチャネルロドプシン分子
は，G 状態にある．すなわち，p = 0 である．しかし，
光を照射すると，時間とともに O 状態にある分子数
が増加する．この増加速度は，光の強さ（L）に依存
している．ここでいう光の強さは量子的であり，単一
光子のエネルギー（波長）と単位面積，単位時間あた
りの光子数に依存している．ある波長に固定された場
合，L は，光のエネルギー密度（フルエンスレイト）
に置き換えることができる．もし，G から O への遷
移が単一光子反応であるならば，図 2 において，活
性化反応の速度定数は，ε φ L になる．ここで，定数 ε
は，モル吸光係数で置き換えられる．すなわち，チャ
ネルロドプシン分子に光子エネルギーが吸収される確
率である．また，定数 φ は，量子収率で置き換えられ
る．すなわち，G 状態の分子が光子を吸収したとき
に，O 状態に遷移する確率に相当する．一方，β は，
不活性化反応の速度定数であり，一般に光の強さに依
存しない．光照射開始時（ON）において，チャネル
ロドプシン光電流の ON 速度定数は，ε φ L + β になる．
これに対し，光照射終了時（OFF）において，チャネ
ルロドプシン光電流の OFF 速度定数は，β に等しい．
また，定常光電流 Iss は，光エネルギー密度 L に対し
て，以下のミカエリス－メンテン関係に従う．

への遷移は，確率的である．そこで，形質膜に分布し
ているチャネルロドプシンチャネルの総数を N とす

Iss = i Nε φ L / (ε φ L + β).

（2）

このときのミカエリス―メンテン係数 Km および定常
電流最大値 Imax は，以下のように与えられる．
Km = β (ε φ)-1
Imax = i N

（3）
（4）

Iss と L がミカエリス―メンテン関係に従うことから，
これらの逆数をプロットすると，直線になることが期
．す
待される（ラインウェーバー―バーク・プロット）
−1
なわち，X 軸との切片から (-Km ) の推定値が，Y 軸
との切片から (Imax)−1 の推定値が求められる．ミカエ

図1
（a）および（b）チャネルロドプシン 2 (ChR2) の 7 回膜貫通へリッ
クス構造（b において，レチナール分子をオレンジで示している），
（c）分光学的研究より提案された 2 フォトサイクルモデル；G，基
（d）ChR2 光電流キネティ
底状態，O，活性化状態，M1-3，中間体．
クスの光エネルギー密度依存性．光エネルギー密度は mWmm−2
であらわした．

図2
チャネルロドプシンフォトサイクルの 2 状態モデル．
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リス―メンテン係数は，チャネルロドプシン光電流の
確率的光感受性の指標となる．また，ON 速度定数と
光エネルギー密度 L の関係から，チャネルロドプシ
ンの単分子光感受性 εφ を推定することができる．
しかし，以上の考察からは，ピーク電流の出現と脱
感作のプロセスが説明できない．チャネルロドプシン
には，暗順応型と明順応型の 2 つのコンフォメーショ
ンがあり，それぞれが独立にフォトサイクル反応する
と考えが提出されている 11)．暗順応型が光を吸収する
ことにより，イオンチャネルが同期して開口し，大き
な光電流が流れる．その後，一部の分子は，確率的に
明順応型のフォトサイクルに入る．明順応型の単一
チャネルコンダクタンスは暗順応型より小さいだろ
う．明順応型から暗順応型への遷移は，比較的遅いの
で，定常状態では，ほとんどの分子が明順応型になる
と考えられる．これが脱感作である．

3.

まな性質，ON 時定数，OFF 時定数，脱感作の程度な
どに対する影響は，認められなかった 12)．光電流が抑
制された原因として，光感受性の低下やイオン流量
（フラックス）の減少などが考えられる．図 3b は，
ChR2 と E97A 置換体について，定常光電流 Iss と光エ
ネルギー密度 L との関係をラインウェーバー―バー
ク・プロットで示したものである．ともに直線になる
ことから，ミカエリス―メンテン関係に従うことが確
か め ら れ た． 両 者 の Km 値 は， ほ ぼ 等 し か っ た が，
E97A 置換により，Imax が減少したことが読み取れる．
また，図 3c は，ON 速度定数と光エネルギー密度の
関係である．ともに直線関係に従うが，両者に差が認
められなかった．これらの実験から，明順応型および
暗順応型いずれにおいても，光感受性に影響が及ばな
い こ と が わ か っ た． す な わ ち，E97A 置 換 に よ り，
Na+, K+ などの陽イオン流量が選択的に抑制されたこ
とが示唆される．
ChR1 と ChR2 のキメラを用いた詳細な結晶構造解
析により，B へリックスの E83, E90, E97, E101 と相同
のグルタミン酸残基（E122, E129, E136, E140）が，他
の親水性アミノ酸残基と協調して，イオンチャネルポ
アを形成することが示唆されている 13)．これらの構造
解析データから，チャネルロドプシンは，2 量体を形
成していると考えられるが，2 量体の隙間にチャネル
を形成しているとは考えにくい 13), 14)．E97A 置換の結
果は，結晶構造解析の知見と矛盾しない．むしろ，こ

イオンチャネル構造

クラミドモナスやボルボックスのチャネルロドプシ
ンに特有の構造として，B ヘリックスに 5 つのグルタ
ミン酸が特異的に保存されている（図 3a）．この配列
は，アセチルコリン受容体，TRP ファミリーチャネ
ルなどの陽イオンチャネルのポアドメイン構造に類似
している．このドメインは，チャネルロドプシンのイ
オンチャネルの構造に関与しているのだろうか．これ
を検証する目的で，ChR2 B ヘリックスのグルタミン
酸残基それぞれをアラニンやグルタミンに置換する実
験を行った．その結果，97 番目のグルタミン酸残基
をアラニンに置換すること（E97A）で，光電流が強
く抑制されることを認めた．しかし，光電流のさまざ

図3
（a）ChR2, ChR1, ボルボックスの 2 種類のチャネルロドプシン
（VChRs）の B ヘリックスに共通に認められるグルタミン酸残基
（赤）．（b） 定 常 光 電 流 Iss と 光 エ ネ ル ギ ー 密 度 の 関 係（ラ イ ン
ウェーバー―バーク･プロット）．（c）ON 速度定数と光エネルギー
密度の関係．いずれも，ChR2（◇）の E97A 置換（●）が光感受
性に影響しないことを示す．

図4
ChR2 および E97D, E97Q, E97R 置換の光電流（黒）と，ガドリニ
ウム（Gd3+）による光電流の抑制（赤）．
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のグルタミン酸残基がイオン透過の際に中心的な役割
を果たしていることが予想される．
実際に，97 番目のグルタミン酸残基をアスパラギ
ン酸残基（E97D），グルタミン残基（E97Q）および
ア ル ギ ニ ン 残 基（E97R） で そ れ ぞ れ 置 換 す る と，
E97R 置換の光電流が強く抑制された（図 4）．97 番目
のアミノ酸が酸性アミノ酸から塩基性アミノ酸に変
わったことにより，陽イオンとの相互作用が低下する
ことで，イオン流量が抑制されたと考えられる．さら
に，機械受容チャネルの阻害剤としてよく用いられる
ガドリニウム（Gd3+）によって ChR2 の光電流は強く
抑 制 さ れ る が，E97Q/R 置 換 に お い て，Gd3+ に よ る
チャネル阻害効果は低下する（図 4）
．詳細な研究に
より，Gd3+ が ChR2 イオンチャネルのオープンチャネ
ルブロッカーとして働いていることが解明された 15)．
すなわち，Gd3+ が 97 番目のグルタミン酸と結合し，
チャネルポアを塞ぐことで，他の陽イオンの透過を阻
害することを示唆する．
チャネルロドプシンにおいては，比較的大きなイオ
ンチャネルポアが形成されるので，Na+ などの陽イオ
ンは，水分子と相互作用しながら透過することが考え
られる．したがって，E97 のカルボキシル基が水分子
と置き換わることにより，透過にかかわるポテンシャ
ルバリアーを低下させる機能を有していると考えられ
る．他のアミノ酸残基についての研究は進行中だが，
E90 が H+ イオンの透過性に関与しているとの報告が
ある 16)．イオン選択性を人工的に操作することによ
り，多様なチャネルロドプシンを作り出せるかもしれ
ない．たとえば，K+ 選択的なチャネルロドプシンや
陰イオン選択的なチャネルロドプシンは，光による
ニューロン活動抑制に役立つ可能性がある．
オプトジェネティクスの発展には，ニューロンの光
刺激に最適化したデザインのチャネルロドプシンの開
発が不可欠である．著者らの最近の研究により，チャ
ネルロドプシンのそれぞれの膜貫通へリックスに固有
の機能があることが解明された 17)．また，これを利用
して，ChR1 と 2 のキメラタンパク質を作ることによ
り，高い膜発現効率，大きな光電流，小さな脱感作，
速い ON-OFF キネティクス，緑色光に対する高い感
受性などの優れた特性をもつものが得られてい
る 17)-19)．
しかし，チャネルロドプシンのタンパク質構造と機
能メカニズムにはまだまだ不明な点が多い．今後の解
明には，構造生物学，分子生物学，電気生理学などを
組み合わせた総合的な研究が重要になるだろう．
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1細胞レオロジー測定：
原子間力顕微鏡による細胞レオロジー計測の新手法
岡嶋孝治，水谷祐輔

北海道大学大学院情報科学研究科

Living cells are viscoelastic materials, and thus the cell modulus changes with time and frequency. Recent progress in atomic force microscopy (AFM) combined with cell microarray substrates revealed that the number distribution of the complex shear modulus of cells
exhibited a log-normal and became narrower with frequency, according to the power-law rheology model. Moreover, it was demonstrated that the force propagation between focal adhesions on the apical and basal cell surfaces could be directly measured using AFM with
micropost substrates.
atomic force microscopy (AFM) / single cell rheology / power-law rheology / cell-cell variation / force propagation

いる．細胞レオロジーの研究は，細胞構造の 設計

1.

原理を力学的に探索する試みといえるだろう．筆者ら

細胞レオロジー

は， 微 細 加 工 基 板 技 術 を 併 用 し た 原 子 間 力 顕微鏡
細胞は，1 つの生物として機能する生命の最小単位

（AFM）を用いた 1 細胞レオロジー計測手法を開発し

である．また，細胞を物質とみた場合，形状を維持す

ているので本稿で紹介したい．本手法を用いて，細胞

る弾性と変形流動する粘性との性質を併せもつ粘弾性

レオロジーの個性（ばらつき）が測定でき，また，細

体である．

胞内の力伝播を直接計測することが可能になった．

物質の力学基本量の 1 つは弾性率（応力 / 歪み）で
ある．完全な弾性体は一定の弾性率をもつが，粘弾性

2.

細胞レオロジーのべき乗則

体の弾性率は，周波数や時間の関数になる．したがっ
て，細胞の力学特性を理解するには，弾性率の時間・

正弦的な外力を粘弾性体に加えると，粘弾性体の歪

周波数依存性を知る必要がある．けれども，細胞内に

みは，外力に対して位相遅れが生じる．このとき，粘

は，核や細胞骨格などのさまざまな細胞内小器官が存

弾性体の弾性率は，位相遅れのない弾性成分（実部）

在し，これらが不均質に複雑に絡み合っているため，

と位相が π/2 遅れる粘性成分（虚部）とで表され，こ

細胞の弾性率の定義は，そう簡単ではない．

れを複素弾性率とよぶ．Fabry ら 1), 2) は，周波数領域が
10−2 Hz-103 Hz において，細胞の複素弾性率 G* の実部

細胞レオロジーは，細胞内の高分子や細胞内小器官
の詳細に立ち入らず，その要素を粗視化で

（貯蔵弾性率）G′ と虚部（損失弾性率）G″ が，次の性

きる巨視的スケールの力学物性に着目する研究である

質をもつことを発見した；
（1）G′ は周波数 f の単一べ

といえる．細胞を建造物に例えると，細胞レオロジー

き関数である．
（2）そのべき指数 α は細胞骨格構造に

研究は，建築資材（細胞内の個々の要素）そのもので

強く影響される．
（3）薬剤により細胞骨格構造を変化

はなく，その建造物の力学物性（細胞骨格のネット

させた細胞の G′ を高周波数側に外挿すると，ある周

ワーク構造が生み出す物性など）に着目する研究であ

波数 φ0 において弾性率 G0 をもつ 1 点 (G0, φ0) に結ば

る．個々の資材の剛性が高くても，その建造物の剛性

れる（図 1）．この交点は，細胞の種類や，実験条件

は必ずしも高くはない．資材と建造物との間には

に依存することが知られている 3)．このとき，G′ は，

の

計

要素

設

上記の周波数領域において，

が介在し，それが，建造物の構造や耐震強度のよ

うな巨視的な力学特性を決定する重要な役割を担って
Atomic Force Microscopy with Microfabricated Substrates for Probing Single Cell Rheology
Takaharu OKAJIMA and Yusuke MIZUTANI
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
※図 2– 図 4 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．

230

目次に戻る
原子間力顕微鏡による 1 細胞レオロジー計測

1 細胞レオロジーの普遍性を理解するためには，多数
の細胞を計測する技術が必要不可欠になる．現在，主
な細胞レオロジーの多数細胞計測法として，MTC 法
（magnetic twisting cytometry）
，光ストレッチャー法（optical stretcher）
，AFM 法の 3 種類がある．
MTC 法は，細胞表面に接着した磁気ビーズに，変
動磁場を加え，磁気ビーズの変位量から細胞の弾性率
を計測する 1)-3)．光学顕微鏡を用いて視野内の多数の
細胞を同時に計測できるため，弾性率のアンサンブル
平均を精密に決定できる．一方で，磁気ビーズは細胞
表面上の位置にランダムに接着するので，細胞間のば

図1
細胞の貯蔵弾性率 G′．異なる薬剤により細胞骨格を変化させた細
胞の高周波数側の外挿曲線が 1 点（G0, φ0）に結ばれる．ここで，
角周波数 Φ0 は Φ0 = 2 πφ0．（文献 2 より引用）

らつきの評価には向かない．
光ストレッチャー法は，マイクロ流路を流れる浮遊
した細胞にレーザー光を照射し，その光圧により細胞
を捕捉する．そして，その捕捉力による細胞全体の変

α

⎛f ⎞
G ′ ( f ) = G0 ⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎜⎝ φ0 ⎠

形量から弾性率を測定する 5)．接着細胞を測定する場

（1）

合，細胞を浮遊させなければならないため，接着の有

と表すことができる．この細胞レオロジーのべき乗則

無が細胞レオロジーに与える影響を考慮する必要があ

モデルは，さまざまな細胞の種類や測定法においてよ

る．

4)

い近似で成り立つ ．そして，G* を時間領域に変換

AFM 法は，カンチレバープローブを接着している

した弾性率 g (t)（時刻 t = 0 において一定歪みの測定）

細胞の上部から押しつけて，カンチレバーのたわみ量

は，時間 t の単一べき関数（べき指数は −α）と時刻

から細胞に加える力と細胞の変形量とを直接計測す

t = 0 におけるニュートン粘性に関する項の線形結合で

る．AFM はナノメートルオーダーの位置空間分解能

表される 1), 2)．

が容易に得られるため，局所領域内の特定周波数にお

細胞力学モデルとして，バネとダッシュポットを組

ける粘弾性イメージング 6) や，細胞レオロジーの精密

み合わせた線形粘弾性モデルは，以前より広く用いら

な周波数測定 7) が行われてきた．また，応力緩和 8) や

れている．これは，細胞レオロジーの要素が，弾性体

クリープ 9) の時間領域測定も可能である．細胞レオロ

と粘性体とに完全に分離できると考えるモデルであ

ジーの測定精度を向上させるため，コロイド粒子をプ

る．これに対して，べき乗則モデルは，バネやダッ

ローブとして用いたコロイドプローブカンチレバーが

シュポットの要素を想定しない．代わりに，たくさん

広く用いられている 7), 10), 11)．従来，AFM は操作の煩

のエネルギー極小値をもつエネルギーランドスケープ

雑性などのため，ランダムに伸展する細胞の多数計測

の中を，細胞レオロジーに関与する 要素

のコン

に不向きであったが，著者らは，細胞アレイを用いた

フォメーションが極小値のポテンシャルにトラップさ

AFM 細胞レオロジー計測法を提案し 9), 10)，接着した

れながら遷移すると考える 4)．べき指数 α は，極小値

多数細胞のレオロジー計測を可能にした．

にトラップされて抜け出すことができない弾性状態
（α = 0）と極小値にトラップされない粘性状態（α = 1）

4.

細胞レオロジーのばらつき

の中間の値をもつ．G0 は極小値のポテンシャル構造
に起因する弾性率であり，交点 (G0, φ0) の存在は，弾

AFM 計測に用いる細胞アレイは，マイクロアレイ

性率のアンサンブル平均が，細胞骨格構造に依存せず

基板上に高密度に充填した単層の細胞サンプルであ

に普遍であることを示唆する 4)．

る．著者らは，細胞アレイ化が比較的容易である，マ
ウス線維芽細胞（NIH3T3）を用いて実験を行ってい

3.

る．ディッシュ上にランダムに播種した細胞と比べ

細胞レオロジーの多数細胞計測法

て，細胞アレイの細胞は，位置や形態が高く制御され
一般に，個々の細胞の物性は，大きくばらつく．つ

ている．したがって，細胞アレイ基板の位置を基準に

まり細胞には個性があり，その差は大きい．これが単

して AFM 測定を行うことにより，1 細胞内の空間不

一細胞計測の難しさの 1 つでもある．したがって，

均一性による測定データのばらつきを軽減し，細胞固
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有のレオロジーを計測することができる（図 2）
．

細胞内力伝播の 1 細胞レオロジー

5.

図 3a は，細胞の複素弾性率の細胞数分布である．
細胞の複素弾性率の細胞数分布の特徴が次に示すよう

接着細胞は，接着点を形成し細胞外マトリクスと接

に明瞭に観測された：
（1）G と G の細胞数分布が対

着する．接着点に働く力は，細胞骨格を介して伝播

数正規分布であり，弾性率の平均値は幾何平均にな

し，細胞核などの細胞内小器官の変位や形状変化を引

．
（2）周波数の増加とともに対数正規分布

き起こす 17), 18)．そして，このような細胞内の力学的

は右側にシフト（弾性率が増加）し，弾性率はべき乗

な構造変化が，細胞機能の制御と密接に関係している

．（3）周波数の増加とともに，対数

と考えられている 19)．最近，著者らは，AFM とマイ

正規分布の標準偏差が減少する 11)．この標準偏差（細

クロポスト基板 20) を用いて，接着点間の細胞骨格を

胞レオロジーの個性）の周波数依存性の起源は何であ

直接介した細胞内力伝播を計測する手法を開発し

る

1)-3), 11)-13)

則を示す

ろうか？

1)-3), 11)-13)

細胞レオロジーのべき乗則モデル によれ

た 21)．

1)

ば，lnG の標準偏差 slnG が対数周波数 lnf に対して線

マイクロポスト基板（マイクロピラー基板ともよば

．実際に，図 3b

れる）は，高分子素材（PDMS：ポリジメチルシロキ

に示されるように，slnG の実験値は，lnf に対して線形

サン）で作製された多数のマイクロスケールの柱（マ

に減少することがわかる．これは，細胞のべき乗則モ

イクロポスト : micropost）が並んだ基板である 20)．硬

デルが，細胞レオロジーの標準偏差においても，半定

さが既知である柔軟なマイクロポストの上部に細胞を

量的に成り立つことを示している．このように，細胞

接着させ，マイクロポストのたわみ量とその方向か

レオロジーの標準偏差を数理的に表現できるようにな

ら，細胞の接着点に働く牽引力の大きさと向きを計測

ると，実験データから実験誤差に起因する成分を除去

することができる．

形に減少することが予想される

14), 15)

し，細胞本来の細胞レオロジーを抽出できる可能性が

細胞内の力伝播を測定するために，マイクロポスト

ある 14)．また，力学特性から細胞の状態を区別する細

上に培養した細胞の上部に，接着タンパク質をコート

胞診断技術に利用できると期待される 16)．

したコロイドプローブカンチレバーを接着させる
（図 4a）
．次に，そのカンチレバーを垂直方向に振動
させ，細胞下部の接着点に伝播する力をマイクロポス
トのたわみ量から計測する（図 4b）
．
周波数領域 0.01 Hz-0.5 Hz において，AFM カンチレ
バーの位置を周期的に変化させると，細胞上部に働く
力と変位との間には，通常の AFM 計測と同様に，べ
き乗則の細胞レオロジーが観測される．一方で，カン

図2
細胞アレイを用いた AFM による 1 細胞レオロジー法．細胞素単
位の複素弾性率の貯蔵弾性率（G）と損失弾性率（G）の周波数
特性を測定し，その統計評価が可能である．

図4
マイクロポストを用いた AFM による細胞内力伝播の直接測定法
（a）と光学顕微鏡写真（b）．細胞上部に 3 周期（3T）の正弦波変
位を与えたときのマイクロポスト（b）のたわみ量の時間変化（c）．
矢印で示した領域で力伝播が一定になっている．（b）と（c）に記
載の（A）から（D）は，各マイクロポストに対応する．

図3
（a）G と G の細胞数分布．上から 5 Hz，100 Hz，200 Hz に対す
る弾性率．横軸は対数スケール．（b）G の対数正規分布の標準偏
差の周波数特性．
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多数細胞計測法とマイクロポスト基板を用いた AFM
の細胞内力伝播計測法を紹介した．微細加工基板技術
を併用した AFM 計測法は始まったばかりであるが，
今後，微細加工基板技術と AFM ナノ計測技術との融
合が急速に進むと期待される．
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内在性タンパク質翻訳後修飾の生細胞計測
木村 宏，佐藤優子，林 陽子

1.

後修飾は遺伝子発現調節や DNA 損傷修復などのゲノ
ムの機能発現制御と維持に重要な役割を果たしてい
る．ヒストン翻訳後修飾のゲノム上の分布や細胞核内
の局在性は，修飾特異的抗体を用いたクロマチン免疫
沈降や免疫染色により解析できるが，個々の生細胞に
おけるヒストン修飾の動態は明らかになっていなかっ
た．
われわれは，ヒストン修飾部位特異的モノクローナ
ル抗体由来の Fab を細胞に導入することで，生細胞内
でヒストン修飾を可視化できると考えた．実際，細胞
へ導入された蛍光標識 Fab は，その標的の修飾ヒスト
ンに特徴的な局在性を示した（図 1a）
．たとえば，ヒ
ストン H3 の Lys27 トリメチル化特異的 Fab は，その
修飾が濃縮される不活性 X 染色体に局在化する 3)．蛍
光標識 Fab が生細胞内で正しく標的の修飾を認識する
ことは，修飾酵素のノックアウト細胞や阻害剤を用い
た解析などにより確かめられた 3)．
細胞内への抗体の導入は，しばしば機能阻害実験に
も用いられるため，蛍光標識 Fab が安定に標的修飾に
結合し，その機能を阻害する可能性も考えられた．し
かし，抗原結合部位を 2 つもつ IgG とは異なり，Fab
の抗原結合は 1 価であり，結合の親和性は IgG よりも
1 〜 2 桁程度低下する（KD が 101 〜 102 程大きくなる）
．
実際，蛍光標識 Fab の細胞内でのクロマチンとの結合
時間は，数秒〜数十秒程度であり，細胞内タンパク質
の修飾部位への結合を必ずしも阻害しない．また，蛍
光標識 Fab を導入し，蛍光顕微鏡でタイムラプス観察
しても細胞の増殖やマウス初期胚発生には影響を与え
なかったことから，FabLEM は細胞機能を阻害せずに
翻訳後修飾を検出できる方法であるといえる．
われわれはこの方法を用いて，細胞周期におけるヒ
ストン H3 リン酸化の動態を解析し（図 1b）
，G2 期
の細胞核中でのリン酸化はそのリン酸化酵素と脱リン
酸化酵素のバランスにより制御されていることを明ら
かにした．そして，正常細胞とがん細胞では脱リン酸
化酵素活性レベルが異なり，それが染色体の安定性に
関与することを示唆する結果を得た 4)．また，Fab は
抗原への結合が一過性で，核膜孔を自由に通過できる
大きさ（50 kDa）であることから，蛍光標識 Fab の細

生細胞内の翻訳後修飾の計測法

生きた細胞内における分子の動態は，GFP（green
ﬂuorescent protein）などの蛍光タンパク質の利用と顕
微鏡技術の開発により，近年急速に理解が進んでき
た．タンパク質の局在は，蛍光タンパク質と遺伝子工
学的に融合して細胞内で発現させることで可視化で
き，また，タンパク質の分子動態の計測も 1 分子可視
化 技 術 や FRAP（ﬂuorescence recovery after photobleaching）
，蛍光相関分光法などにより可能となっている．
しかしながら，細胞内では，同一タンパク質といえど
もすべての分子が一様に働くわけではなく，複合体形
成や翻訳後修飾などにより，その機能が多彩に制御さ
れる．したがって，タンパク質の「機能」を生細胞で
計測するためには，特定の状態にある分子のみを選択
的に検出する技術が必要である．
これまで，タンパク質複合体の形成や翻訳後修飾の
生細胞計測のために，2 つの蛍光タンパク質間の距離
と配向性の変化を利用した FRET（Förster resonance energy transfer；共鳴エネルギー移動）センサーが開発さ
れてきた 1)．翻訳後修飾のプローブとしては，リン酸
化やアセチル化，メチル化など多くの分子内 FRET セ
ンサーが報告されている．これらの FRET センサー
は，細胞内の修飾活性の計測が可能であり，細胞内構
造への局在化シグナルの付加により特定の場所におけ
る修飾シグナルを検出できる．しかし，真に有用な
FRET センサーの開発には，ダイナミックレンジやシ
グ ナ ル・ ノ イ ズ 比 の 最 適 化 が 必 要 で あ る． ま た，
FRET センサーは，修飾酵素と脱修飾酵素のバランス
を計測するものであり，内在性タンパク質の修飾は検
出できない．
それに対して，われわれが最近開発した Fab（抗原
結合断片）を用いる方法（FabLEM; Fab-based live endogenous modiﬁcation labeling）は，生細胞内における内在
性タンパク質の翻訳後修飾の検出が可能である 2)-4)．
2.

大阪大学生命機能研究科

FabLEM による内在性ヒストン修飾の検出

ヒストンは，真核生物の細胞核でゲノム DNA と共
にクロマチンを形成するタンパク質であり，その翻訳

Monitoring Post-translational Modiﬁcation on Endogenous Proteins in Living Cells
Hiroshi KIMURA, Yuko SATO and Yoko HAYASHI-TAKANAKA
Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University
※図 1，図 2 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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は，IgG で 10-9 〜 10-11 程度の KD 値を示す抗体が適し
ている．われわれは，均質な Fab を大量に調製できる
独自に作製したモノクローナル抗体を用いているが，
抗原に対してアフィニティー精製したポリクローナル
抗体も使用できると考えられる．
FabLEM 法の短所としては，①タンパク質の生細胞
への導入が必要なこと，② Fab の希釈や分解により長
くても 2 〜 3 日しか観察できないことがあげられる．
①のタンパク質導入に関して，われわれはガラスビー
ズを用いた簡便で効率のよい方法を使用してい
る 3), 5)．また，②の問題に関しては，現在，発生や分
化に伴うヒストン修飾動態の遡及的な解析にむけて，
より長時間かつ個体レベルでの翻訳後修飾計測系の開
発に取り組んでいる．
近年，超解像顕微鏡や平面照明顕微鏡など，蛍光
観察技術の発展が目覚ましいが，タンパク質機能を検
出するためのプローブ開発は，一部の FRET センサー
を 除 き 1), 6)， あ ま り 進 ん で い な い． 今 回 紹 介 し た
FabLEM 法は，任意の翻訳後修飾の解析に応用可能で
あるため，細胞内のシグナル伝達研究や翻訳後修飾を
指標とした機能的タンパク質の生細胞動態計測のため
の非常に有用な技術であると考えられ，今後の応用が
期待できる．
文 献

図1
FabLEM の原理と例．（a）模式図とトリメチル化 H3Lys27 特異的
Fab の不活性 X 染色体への局在．（b）生細胞におけるリン酸化
H3Ser10 の核内局在変化（電子付録 動画 1）．

図2
FabLEM によるヒストン修飾レベルの計測．ヒストン脱アセチル
化酵素阻害剤（TSA；トリコスタチン A）の添加により，アセチル
化 特 異 的 Fab の 核 へ の 集 積 が 見 ら れ る． 核 と 細 胞 質 の 濃 度 比
（N/C）を測定することで，アセチル化レベルの変化を解析できる．
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胞核と細胞質の存在量比の解析により，細胞核中のヒ
ストン修飾レベル変化の計測も可能となった（図 2）
．
たとえば，FabLEM により，ヒストン脱アセチル化酵
素阻害剤の効果やマウス初期胚におけるヒストン H3
のアセチル化レベルの変化を明らかにした 3)．
3.

木村

FabLEM の応用

宏

佐藤優子（さとう ゆうこ）
大阪大学生命機能研究科特任研究員
総合研究大学院大学博士課程修了．
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E-mail: sato@fbs.osaka-u.ac.jp

FabLEM により，これまで多様なヒストン修飾の生
細胞計測に成功しているが，この方法は，ヒストンの
ような細胞内に大量に存在するタンパク質のみならず
RNA ポリメラーゼ II やリン酸化酵素複合体にも応用
可能である．また，異なる蛍光色素で標識した Fab を
同時に細胞へ導入することで，複数の修飾を単一細胞
で解析できる．FabLEM 法では，Fab の抗原との親和
性が重要である．親和性が高すぎると機能阻害に働く
可能性が高くなるが，低すぎる場合は細胞中で抗原に
結合しない分子の割合が増えバックグラウンドが高く
なる．細胞内の抗原の量にも依存するが，経験的に

佐藤優子

林 陽子（はやし ようこ）
大阪大学生命機能研究科特任研究員
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生きた細胞内の温度分布イメージング
岡部弘基

1.

東京大学大学院薬学系研究科

に，温度検出のパラメータとして蛍光強度に代わり蛍

はじめに

光寿命を採用することにより克服し，はじめて生細胞
2)
内の温度分布のイメージング化に成功した ．

温度は細胞内におけるあらゆる化学反応を支配する
物理量である．生体分子は細胞内の特定の場所におい

2.

て発熱ないし吸熱反応を行うことで，細胞機能を担っ

ポリマー温度計による精密温度測定

ている．それゆえ，細胞内の温度分布は細胞内分子の

本研究では，優れた感度，選択性を有する温度プ

熱力学や機能を反映している．また医学的見地から

ローブとして蛍光性ポリマー温度センサー 3) を採用し

は，がん細胞などの病態細胞では亢進した熱発生があ

た．これは東京大学大学院薬学系研究科の内山聖一博

1)

ることが報告されている ．以上のことから，細胞内

士が開発したものであり，温度変化に対して蛍光特性

の温度分布がわかれば，細胞の機能に関する理解が深

が大きく変化するほか，高分子であるため機能を追加

まるとともに，新規診断，治療法の開発にも貢献する

しやすい性質を有する．この温度センサーの特長に着

と期待されている．

目し，筆者は内山博士と生細胞内の温度計測技術を開

しかし，大きな期待に反して，これまで細胞内温度

発してきた．先行研究では，本センサー原理に基づい

分布のイメージングは一切観察されてこなかった．こ

たナノゲル温度計を用いて，生きた単一細胞の温度測

の原因は細胞の温度イメージング技術が欠如している

定を行った 4)．

せいである．まず，従来の温度測定法であるサーモグ

本研究において温度分布の可視化を目標に開発した

ラフィや熱電対の空間分解能はせいぜい 10 μm であ

蛍光性温度センサーは図 1a に示す通り，温度感受性

り，細胞内では機能できない．一方，光による検出が

ユニット（NNPAM）
，親水性ユニット（SPA）
，蛍光団

可能な蛍光性分子温度計は分子レベルで機能するた

ユニット（DBD）から構成されている．温度センサー

め，細胞内の温度測定を実現しうる有望な候補であ

の水溶液が低温の際には，構造内の水分子の存在によ

る．しかし，分子温度計を実際に生細胞内に適応する

り環境応答性蛍光団である蛍光性ユニットの蛍光は弱

には，多くの課題があった．そのような細胞内の温度

い状態であるが，高温下では温感性ユニットの疎水性

イメージングの技術的課題は，二種に分類できる．ま

相互作用によってセンサーは小さく丸まった状態とな

ずは温度計としての化学的性質に関する課題であり，

る．これにより水分子はセンサー外へ排除され，強い

すなわち優れた感度（温度変化に対する応答が鋭敏で

蛍光を発する状態となる（図 1b）
．また親水性の SPA

あること），温度感知の高い選択性（温度以外の環境

ユニットを組み込むことにより，細胞内における蛍光

因子に対する不応答性），そして十分な親水性（細胞

性温度センサー同士の凝集が妨げられ，高い空間分解

内において凝集しないこと）のすべてを満たさなくて

能を必要とする温度分布計測を行うことができる．

はならない．また，第二の課題はイメージングにおけ

3.

る選択的な温度検出である．蛍光の強さを指標とした

蛍光寿命イメージング顕微鏡を用いた
生細胞内の温度イメージング

温度測定では，細胞内におけるプローブの局所濃度も

一般に，蛍光プローブを利用して対象の細胞内分布

大きく影響するため，正確な温度分布の測定は困難で

をイメージングする場合，濃度変化にも大きく影響を

ある．そこで，プローブ濃度に依存しないパラメータ

受ける蛍光強度は測定パラメータとして必ずしも適切

が必要となる．

ではない．この問題を克服しうる測定パラメータとし

このような細胞内温度イメージングを阻む障壁に対

て知られるのが，蛍光寿命である．蛍光分子が光励起

し，本研究では温度プローブの高性能化を行うととも

された後，励起状態にとどまる時間を表す蛍光寿命

Imaging of Temperature Distribution in a Living Cell
Kohki OKABE
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo
※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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図2
蛍光性温度センサーの温度依存的な蛍光寿命．

ジェクション法を用いた．COS7 細胞内において，温
度センサーは培地の温度にかかわらず細胞内において
一様に分布した．この細胞内での均一な拡散は細胞内
温度分布のイメージング化において高い空間分解能を
発揮する重要な性質である．また，培地の温度を変化
させた際の細胞内の平均蛍光寿命は，5.2 ns (28°C)，
6.5 ns (32°C)，7.2 ns (36°C) と温度の上昇に伴って延
長するようすが観察された．一方，温度に応答性を示
さない対照センサーを用いた場合には温度上昇による

図1
蛍光性ポリマー温度計の化学構造（a）と機能メカニズム（b）．

蛍光寿命の変化は観察されなかった．以上の結果は，
温度センサーを FLIM にて検出することにより，細胞
内の温度イメージングが可能であることを示している．

は，蛍光プローブそのものの性質に依存し，その濃度

4.

には影響を受けにくい．そこで本研究では，温度測定

細胞機能と関連した温度分布

のパラメータとして蛍光寿命を採用した．温度が増加

定常状態にある COS7 細胞内の蛍光性温度センサー

すると，温度センサーの蛍光強度が上昇するだけでな

の蛍光寿命イメージングの結果，細胞内で場所による

く，COS7（サル腎臓由来）細胞抽出液中においては

蛍光寿命の差，つまり温度の差が観察された（図 3a）
．

センサーの平均蛍光寿命が延長する．実際，図 2 に

なかでも最も特徴的な温度分布は，核内の温度が細胞

示す通り，寿命は温度依存的な変化を示した．この蛍

質と比較して高温であることである．62 細胞から得

光寿命と温度の関係は細胞内温度計測の calibration

られた核と細胞質の平均温度差は 0.96°C であった．

curve として用いている．なお，区別可能な最小温度

この核特異的な熱の発生源の候補としては，DNA 複

（温度分解能）は約 0.2°C であった．

製，転写，RNA プロセシングなどがあげられ，また，

また，この蛍光性温度センサーの平均蛍光寿命の応

核が細胞質と二重膜により隔離されている構造にも起

答に関して，温度以外の因子の影響を調べたところ，

因すると考察している．さらに，核と細胞質との温度

細胞内で生じうるイオン強度，pH，タンパク質の含

差は細胞周期依存的であった．つまり，G1 期にある

有量，および粘性の変化に影響を受けにくいことを確

細胞では核は細胞質より高温であるが，S/G2 期に同

認した．これらにより，蛍光性温度センサーの蛍光寿

調させた細胞では，細胞質の温度が上昇することによ

命は，周囲の温度のみに依存し，正確な温度分布計測

り，核と細胞質間の温度差はほぼ消失する．この結果

を可能にする測定パラメータであるといえる．

は，細胞の活動状態の違いが温度分布の変化に反映さ

細胞内の蛍光寿命測定には，最も正確な時間相関

れている例として興味深い．

単一光子計数法（Time-correlated single photon counting,

細胞内温度分布に関するもう 1 つの注目すべき特徴

TCSPC 法）による蛍光寿命イメージング顕微鏡（Fluo-

は，高温を示す細胞質核近傍の小さなスポット状の領

rescence lifetime imaging microscopy, FLIM）を用いた．ま

域である（図 3a 矢頭）
．観察した細胞のうち，56%

た，細胞内へ温度センサーの導入にはマイクロイン

の細胞で観察されるこのスポットは γ-チューブリンと
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ム）では顕著な熱発生は観察されなかった．続いて，
脱共役剤を用いて ATP 合成と電子伝達系を脱共役さ
せた際の温度イメージングにより，ミトコンドリア周
辺において有意に温度が上昇するようすの追跡にも成
功した．
5.

おわりに

本研究では，蛍光性ポリマー温度センサーの温度依
存的な蛍光寿命変化を蛍光寿命イメージング法により
検出することで，細胞内の温度分布のイメージングに
成功した．われわれが可視化した細胞内温度分布像は
細胞内の場所ごとに異なる温度を示し，とりわけ細胞
小器官特異的な温度勾配により特徴付けられることを
明らかにした．また，ミトコンドリア刺激時には局所
的な温度変化を観測した．この結果は細胞機能と温度
が有機的に関連している可能性を示唆しているととも
に，細胞の機能を担う生体分子は局所的な温度変化に
よりその活性を制御されているという魅力的な仮説を
支持する．今後，さらに温度と細胞機能の関連を詳細
に調べることで，深遠なる生命のメカニズムが発見さ

図3
生細胞内の温度イメージング．
（a）温度センサーの蛍光像（左）
と蛍光寿命像（右）．（b）ミトコンドリア近傍の温度イメージン
グ．温度センサーを緑で，ミトコンドリアの位置を赤で示した蛍
光像（左）と蛍光寿命像（右）．

れるかもしれない．
謝 辞

本研究は東京大学大学院薬学系研究科の内山聖一
助教，船津高志教授，奈良先端技術大学の稲田のりこ
共局在することから，中心体であると判明した．中心

准教授，京都大学物質―細胞統合拠点の原田慶恵教授

体は周辺の細胞質と比較して平均 0.75°C 高温である

との共同研究であり，この場を借りて深く感謝いたし

が，その温度差は細胞間のばらつきが大きいという特

ます．

徴を示した．中心体における熱発生の原因としては，
文 献

微小管の構築，チューブリンの加水分解，ATP 駆動
モータータンパク質（キネシンやダイニン）に加え，
リン酸化・脱リン酸化などといった中心体の多様な機
能が考えられる．
さらに，局所的な熱発生のイメージングとして，ミ

1)

Monti, M. et al. (1986) J. Haematol. 36, 353-357.

2)

Okabe, K. et al. (2012) Nat. Commun. 3, 750.

3)

Uchiyama, S. et al. (2003) Anal. Chem. 75, 5926-5935.

4)

Gota, C. et al. (2009) J. Am. Chem. Soc. 131, 2766-2767.

5)

Lowell, B. B., Spiegelman, B. M. (2000) Nature 404, 652-660.

トコンドリア近傍における温度のイメージングを行っ
た．ミトコンドリアは呼吸の過程で生じた過剰のエネ
ルギーを放出している 5)．そこで，ミトコンドリアを
マーカーにより可視化した細胞内において温度のイ
メージングを行った．その結果，ミトコンドリア周辺
領域が高温である像が得られ（図 3b 矢頭），ミトコ
ンドリアが高い熱産生を行っていることがわかった．

岡部弘基

なお，他の細胞小器官（小胞体，ゴルジ体，リソソー
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外部機械刺激は染色体分配開始を制御できる
板橋岳志

1.

早稲田大学先進理工学部物理学科

紡錘体の長軸が細胞の接着面に平行に形成される．こ

はじめに

のことは，扁平な形態で細胞分裂する細胞種 8) では難

私たちの身体は，たった 1 個の受精卵に始まる．そ

しいが，2 枚の板状カンチレバーで細胞を挟むことを

して，遺伝情報を集約する染色体が，細胞分裂のたび

可能にした．紡錘体にさまざまな角度から外力を加え

に娘細胞へ 1 本たりとも間違えることなく正確に受け

られることも，この実験系の大きな利点である．

1)

継がれることによってできあがる ．染色体の分配異

3.

常は重篤な疾患やがんの悪性化などの原因となる．そ

外部負荷による染色体分配開始の制御

れを未然に防ぐため，細胞は染色体分配開始のタイミ

紡錘体は外部負荷を加える時間などによってさまざ

ングを決定する監視機構「紡錘体形成チェックポイン

まな力学応答性を示す 7), 9)．長時間または周期的な外

ト（以下，SAC）
」を備えもつ．SAC のメカニズムに

部負荷で誘起される微小管の動態変化を避けるため

ついては，これまで分子生物学・細胞生物学的にさか

に，すべての染色体が赤道面に整列した有糸分裂中期

んに研究されてきた．その結果，SAC の解除には，動

の HeLa 細胞を，紡錘体の極間軸（長軸）方向，およ

原体への微小管の両極性結合が必須であることが明ら

び幅（短軸）方向にそれぞれ一瞬だけ（数十ミリ秒）

かにされ，それにより発生する張力とそのシグナル伝

圧縮した．これにより，細胞内紡錘体へ負荷を加え，

達機構の重要性が示唆されてきた．しかし，いまだに

紡錘体に働く張力の応答とその後の染色体分配開始に

2)

多くの謎が残されている ．本稿では，細胞力学操作

いたる過程を解析した．カンチレバーを用いて力パル

を用いた張力の外部制御と，その染色体分配開始のタ

スを加え，細胞を一瞬だけ極間軸方向に圧縮すると，

3)

イミングへの影響について，筆者らの最近の研究 を

極間距離（紡錘体の長さ）および姉妹染色分体間距離

中心に紹介する．
2.

（セントロメア間距離）が一瞬減少し，幅方向に圧縮
するとそれぞれが増加した．その結果，圧縮の方向

細胞分裂期の細胞力学操作

と，圧縮の大きさや速度に依存して，紡錘体に働く張

これまで，染色体分配装置「紡錘体」に働く張力の

力を，細胞膜を介して増減できることがわかった．そ

重要性は，おもに微小管の重合・脱重合阻害剤を作用

の上，張力を減少すると，染色体分配開始のタイミン

4)

させた研究によって示唆されてきた ．また Nicklas

グが遅れ，一方，張力を増加すると，早まることが見

らは，ガラス微小針を使って，昆虫細胞内の単一染色

いだされた．

体を直接顕微操作することで，SAC の解除機構にお
5), 6)

赤道面に全染色体が整列して SAC が解除され，細

．このような研究状況

胞周期を制御するタンパク質の分解と姉妹染色体間の

を踏まえ，筆者はこれまでの生体運動系の研究で培っ

接着の壊裂を完了したタイミングで，染色体分配は始

てきた力計測・分子操作手法を活用することにより，

まる（図 1a）
．力パルスがこれらの過程にメカノケミ

張力によって制御される染色体分配の開始機構の解明

カルに影響した結果，分配開始のタイミングが変化し

に迫ることにした．そこで，MEMS カンチレバーを

たと推測された．そのため，細胞周期を制御するタン

ける張力の重要性を示した

7)

備えた顕微操作・力制御解析システム を用い，細胞

パク質（mCherry-CyclinB1，癌研究所広田亨部長提供）

分裂期の哺乳動物培養細胞（HeLa 細胞）を一瞬だけ

の分解動態を蛍光強度の減少として定量解析した．張

圧縮する（ 力パルス

を加える）ことができる外部

力を減少すると，分配開始の遅れと同時にタンパク質

力学刺激実験系を構築した．これによって，外部負荷

分解も遅延していた．この細胞周期制御タンパク質の

を定量的かつ可逆的に自在に制御することができる．

分解遅延は SAC と密接にかかわっていると考えられ

実験対象とした HeLa 細胞は細胞分裂期に球形となり，

たため，さらに，SAC タンパク質 BubR1（張力異常を

Mechanical Impulses Control Anaphase Onset in a Mammalian Cell
Takeshi ITABASHI
Department of Physics, Faculty of Science and Engineering, Waseda University

239

目次に戻る
生 物 物 理

Vol.52 No.5（2012）

図1
（a）すべての染色体が紡錘体内で整列した後，細胞周期を制御するタンパク質の分解と姉妹染色体間の接着の壊裂の過程を経て，細胞は染
色体分配を開始する．（b）紡錘体の極間軸方向に細胞を一瞬圧縮する外部負荷は，スピンドルチェックポイント（SAC）の活性化を誘起し，
結果として染色体分配開始が遅れる．（c）（b）と同様の外部負荷を紡錘体の幅方向に加えた場合に，染色体分配開始が早まるメカニズム．

監 視） と Mad2（動 原 体― 微 小 管 結 合 異 常 を 監 視，

は，染色体分配機構の解明に寄与するだけでなく，複

Rockefeller 大学 Tarun M. Kapoor 教授提供）の動態を解

雑かつ統制のとれた細胞分裂動態に潜む，力による動

析した．その結果，張力を減少させた細胞のみ，BubR1

作・制御メカニズムの新たな発見を生み出すだろう．

が動原体へ速やかに集積することが観察された．すな
謝 辞

わち，力パルスによる張力の減少は SAC を活性化す
ることを示している．このように，紡錘体に働く張力

本稿で紹介した研究は，早稲田大学の石渡信一研究

を減少させる外部負荷は，SAC を活性化し，それに

室で行い，同大学の寺田泰比古教授，東京大学の下山

より細胞周期制御タンパク質の分解が遅延すること

勲教授と共同で行ったものです．共同研究者の皆様に

で，染色体分配開始を遅らせていることがわかった

お礼申し上げます．本研究は，科学研究費補助金の支

（図 1b）
．

援を受けて行われました．

一方，張力を一瞬増加した細胞では，CyclinB の分
文 献

解速度の変化は観察されず，十分に分解されていない
状態で染色体分配が始まっていた．これにより，張力
を増加させる外部負荷は，姉妹染色体間の接着の壊裂

1)

Mitchison, T. J., Salmon, E. D. (2001) Nat. Cell Biol. 3, E17-E21.

2)

Maresca, T. J., Salmon, E. D. (2010) J. Cell Sci. 123, 825-835.

3)

Itabashi, T. et al. (2012) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 7320-7325.

を物理的に促すことにより，染色体分配開始を早めて

4)

McIntosh, J. R. et al. (2012) Q. Rev. Biophys. 45, 147-207.

いることが示唆された（図 1c）．また興味深いことに，

5)

Li, X., Nicklas, R. B. (1995) Nature 373, 630-632.

薬剤処理によって染色体分配を抑制した細胞に力パル

6)

Nicklas, R. B. et al. (1998) J. Cell Sci. 111, 3189-3196.

スを加えると，ある割合で分配が開始された．これら
のことは，染色体分配開始が外部から物理的に補完・

7)

Itabashi, T. et al. (2009) Nat. Methods 6, 167-172.

8)

Dumont, S., Mitchison, T. J. (2009) Curr. Biol. 19, 1086-1095.

9)

板橋岳志ら (2009) 生物物理 49, 250-251.

制御可能であることを示唆している．
4.

おわりに

有糸分裂中期の進行中に細胞が受けるさまざまな外
部負荷に対して，異なるシグナル伝達機構が存在する
ことが明らかになった．正確な染色体分配を保証する
ため，細胞は 力 による制御機構として SAC を発達

板橋岳志

させてきたと考えられる．今後，細胞力学操作の手法
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用 語 解 説

紡錘体形成チェックポイント
Spindle assembly checkpoint
すべての染色体の動原体に微小管が正しく結合す
るまで，結合の不完全な動原体にチェックポイン
トタンパク質が集積し，染色体分配開始を抑制す

る細胞周期制御機構．これにより，正確な染色体
分配が保証されている．（239 ページ）
（板橋）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

書

光るクラゲ

評

ヴィンセント・ピエリボン，デヴィッド・グルーバー［著］
，滋賀陽子［訳］
青土社，2010 年，四六判，278 ページ，2,520 円（税込）
．

蛍光タンパク質開発物語

本書は緑色蛍光タンパク質（GFP）の発見から分
子生物学のツールとして広く応用されるようになっ
ていく過程が，単なる時系列の年表ではなく多くの
研究者のドラマとして描かれており，一気に読むこ
とができる．2008 年のノーベル賞は GFP の発見と
その応用に対して，下村，チャルフィー，チェンに
贈られたが，この本は受賞前に書かれており，これ
らの受賞者がどのように GFP 研究の発展へ寄与した
かがわかる．チェンの「（GFP の改良は）純粋な生
物学に劣る技術開発として片付けられることが多

い．
」という不満のコメントも受賞前であることを
考えると面白い．加えて，もう 1 つの重要な蛍光タ
ンパク質（dsRed）の発見の過程についても描かれ
ている．蛍光タンパク質研究という大きな潮流がど
のように生まれて発展したかを見ると，研究者どう
しの人間関係とセレンディピティが研究を推進する
大きな力となっていると強く感じた．
（自然科学研究機構・岡崎統合バイオサイエンス
センター 真壁幸樹）

書
評

コンピュータ・シミュレーションの基礎［第 2 版］
分子のミクロな性質を解明するために
岡崎 進，吉井範行［著］
化学同人，2011 年，B5 変形判，320 ページ，5,040 円（税込）
．
本書はいわずと知れた分子シミュレーションの定
番教科書である．初版の出版から 10 年以上が経っ
たが，この間にコンピュータの性能は格段に向上
し，それに合わせて分子シミュレーションの手法も
開発・改良されてきた．そこで，シミュレーション
研究の現状に即した内容にすべく，著者に吉井氏が
加わって大幅な改訂・加筆がなされ，第 2 版が出版
された．本書を手に取ってまず思ったのは，「ずい
ぶん厚く，重くなったなあ．
」ということであった．
本を開かずともこの 10 年の進展を実感できた気が
した．さらにページをめくると，初版にはなかった
巻頭のギャラリーに複雑な分子集合体のスナップ
ショットが並んでおり，シミュレーション研究の応
用面における発展を見て取ることができる．
初版と内容を比べてみると，全体にわたって大小
さまざまな改訂がなされていることがわかる．目に
付くところでは，シンプレクティック数値計算法や
パーティクルメッシュエワルド法など現在では常套
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となった手法の数々について解説が付け加えられ
た．また，長距離力の取り扱いの新手法をまとめた
第 7 章と拘束条件つきシミュレーションに関する第
9 章が新設されている．そして，最も大きな変化は，
1 章を割いて説明される MD 計算の具体例であろう．
初版では水が取り上げられていたが，第 2 版では緑
色蛍光タンパク質に替わった．さらに，章立てやそ
のタイトルが変更されたり，巻末に用語解説集が追
加されたり，式の行間が広げられて見やすくなった
りなど初学者に対する細やかな配慮もされており，
以前にも増して完成度の高い教科書に生まれ変わっ
ている．式変形を確認させる問題がなくなってし
まったのは少し残念であるが．今後，多くの学生さ
んが本書でシミュレーションの基礎を学び，分野の
将来を担う研究者へと育ってくれることを願ってや
まない．
（横浜市大 渕上壮太郎）
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理論／実験 技術

NMR緩和測定を用いたタンパク質ダイナミクス研究の
現状と問題点
伊島理枝子
University of Pittsburgh School of Medicine

な総説があるので，それらを参考にされたい 1), 2)．

1. NMR 緩和のタンパク質への応用

もう 1 つは，化学交換項を積極的に測定する実験方

核磁気共鳴における磁気緩和過程は，局所磁場が分

法で，CPMG R2 分散法とよばれる．本稿では「化学

子の回転運動などで乱されることによって起こり，こ

交換」と定義するが，タンパク質の場合は，内部運動

のため，核磁気共鳴緩和実験により，回転に伴うタンパ

による 2 つ以上の状態平衡（コンフォメーションの多

ク質内部運動の情報を得ることができる．特に，過去

様性）が引き起こす化学シフトの交換が主である．

30 年来の生化学的手法の発展に伴い，タンパク質内

CPMG R2 分散法では，CPMG パルスの間隔を変えて，

のアミド窒素をすべて 15N 核で標識し，タンパク質主

R2 を測定することにより，交換による磁化の減衰の

13

鎖の信号を観測したり， C 核で標識し，タンパク質側

相対的な量を変化させ，そのデータを解析すること

鎖の信号を選択したりと，多くの部位の内部運動を検

で，交換の速度，相対的な状態の存在比，状態間の相

出できるようになった．さらにいえば，こうした NMR

対的な化学シフト差などを推定する．簡単かつ，最も

での内部運動検出は，化学修飾など，タンパク質に変

一般的に用いられるモデルは 2 状態間平衡であり，主

化を加えることなく，各部位の信号を見られることか

たる 1 状態に相当する NMR の信号が得られるときに，

ら，生体分子の生物物理において広く用いられている．

存在比率の低い 2 状態目があるかを問う目的に用いら
れることが多い．そうした系に用いられる理由の 1 つ

2. タンパク質主鎖のダイナミクス15N核緩和実験と応用

は，低存在比の状態が存在するのかどうか，他の実験

NMR を用いたタンパク質研究として，その立体構造

方法ではわかりにくいからである．
2

15

決定だけでなく，特に N 核の緩和時間を用いて，タン

総じて，model-free analysis から得られる S が，おも

パク質主鎖の運動を観測する方法は，広く用いられて

に最安定状態内のゆらぎというエントロピー的な情報

いる．本稿では，以下，この主鎖の運動の観測について

を示すのに対して，CPMG R2 分散法は，平衡状態内

話を進める．現在，タンパク質主鎖の内部運動の検出

での状態間の存在比，つまり，ギブス自由エネルギー

には，おもに異なる 2 種の方法が用いられている

1)-5)

．

差の情報を示す．

1 つは，15N 核の縦緩和速度 (R1)，横緩和速度 (R2)，

3. モデル依存性

{1H}-15N 核オーバーハウザー効果（Nuclear Overhauser

以下，現在確立された前記 2 方法について，問題点

Eﬀect, NOE）を測定し，Model-free analysis を行う．こ

を論じていくことにする 3)．

れにより，タンパク質全体の回転相関時間を決定し，
2

各部位の内部運動を，Generalized order parameter (S )

まず，どちらの方法も『モデル依存性』が高いとい

と，内部運動の相関時間（τe）に分けて評価する．ま

うことがあげられる．タンパク質は，数百以上の原子

た，分子の回転より速い運動性が高い部位では，速い

からなる複合巨大分子であり，その内部運動は，本来

2
2
2
運動と遅い運動を分けるため，S をさらに Sf Ss に分

複雑なはずであるが，運動性の評価という点では，そ

け，一方，R2 に化学交換がある場合は，化学交換項

の複雑な状態をそのまま再現できないので，モデルを

（Rex）も含めたモデルを用いる．この方法論は，80 年

用いて評価パラメータを得ることになる．そのため，

代後半から 90 年代前半に確立され，すでにさまざま

どこまでモデルを簡素化するか，また，複雑なモデル

Current Progress in the NMR Relaxation Experiments to Detect Protein Dynamics
Rieko ISHIMA
University of Pittsburgh School of Medicine
※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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を用いる場合は，実験結果にそこまでの精度があるか

ギーを計算したとしても，それにいたる過程において

が問題となる（図 1）．

生じるモデル依存の誤差を評価しない場合は，生物物

N 核 の R1，R2，{1H}-15N NOE を 用 い た Model-free

理的手法として，片手落ちにならざるを得ない．

15

analysis においては，（1）タンパク質全体の運動をど

4. 観測できる運動周波数の制限

う評価するか，
（2）速い内部運動もあり，かつ化学交

いかなる分光学においてもいえることだが，実験に

換のある系についてはどう対処するかが問題となる．
周知のとおり，多くのタンパク質は球体ではない．こ

より検出できる運動の周波数には限界がある．15N 核

のタンパク質分子の回転拡散が，非対称性を取り入れ

の R1，R2，{1H}-15N NOE を用いた Model-free analysis で

たモデルを用いても，内部運動と分離できない場合，

あれば，それに関与する観測周波数はゼロ，または

あるいはどのように分離してよいかわからない場合

15

は，信頼度の高い S2 を決定することはできない．ま

の周波数を含む）であり，それらの周波数に関する運

た，Model-free analysis においては，基本的に 3 つの実

動（場合によっては，
『その周波数より速い運動』
）に

験値から，2 つまたは 3 つの運動性のパラメータを得

敏感である．こうした共鳴周波数は，ゼロ周波数以

る（3 つより多いパラメータは決められないので）の

外，使用する静磁場に多少依存することになる．ま

2

N 核，1H 核の共鳴周波数（正確には，1H 核 ±15N 核

で，化学交換もあるが速い運動もある系の S を決め

た，定性的には，R2 が化学交換を反映するため，ミ

ることはできない．

リからマイクロ秒の運動性も反映するが，これは，

CPMG R2 分散法の場合は，2 状態間の化学交換が適

CPMG R2 を用いるか，回転系での緩和速度（R1rho）を

切なモデルであるか，3 状態が必要であるにもかかわ

用いるかにもより，検出できる遅い運動の限界は異な

らず実験精度的に 3 状態を仮定した解析ができないだ

る．
タンパク質の 15N 核の CPMG R2 分散法においては，

けか，など，状態モデルの不確定さが残る．また，解
析 方 法 に お い て も， い く つ か の グ ル ー プ は Carver-

用いる CPMG パルスの間隔を変えて測定し，この間

Richards 式を用いているが，この式は簡便であるもの

隔の長さが，ほぼ検出できる交換速度範囲に相当す

の，状態間の化学シフト差（Hz）より十分に遅い運

る．多くのパルスを短い間隔で照射すると，コイルま

動では確かではない．それを理解し，遅い運動ではな

たはサンプルが発熱するので，現在のタンパク質用の

いことを確認した上で，この式を用いる場合はよい

NMR 装置の限界として，速い交換速度は，105 s−1 程

が，一般解ではないことを留意するべきである．

度になる．一方，遅い運動の限界は，CPMG パルス

重要な点は，こうしたモデル依存，または実験依存

の間隔を長く設定する必要があるので，横磁化減衰の

による誤差が，誤差として正しく評価されているかわ

比較的速い系（つまり大きなタンパク質）では不利で

からないという点である．Model-free analysis から得ら

あり，実質，102 s−1 程度となる．全体として，タンパ

2

れる S を，構造エントロピーという単位に変換した

ク質の 15N 核の CPMG R2 分散法においては，ミリ秒

としても，CPMG R2 分散法から，ギブス自由エネル

程度の運動を検出するに留まる．

図1
Model-free すごろく：S2 決定までに，双六のように，いくつもステップがあり，数値では評価できない装置依存，モデル依存の誤差が加算
される．
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れた数値を，より的確に用いるためには，できるだけ

5. 高磁場化への適用

相対的な変化を評価するべきと考えられる．たとえ

さて，こうした NMR の緩和実験を生体高分子に適

ば，極端な例かもしれないが，NMR 緩和から求めた

用するにあたって，より高分子なタンパク質や複雑な

変異体タンパク質のリガンド結合における構造エント

系の研究には，高感度かつ高分解能の NMR 装置を使

ロピーの変化を，熱測定で決定した野生株タンパク質

用せざるを得ないことが多い．ただし，静磁場の変化

の構造エントロピー変化と直接は比較できない．これ

や，高感度 NMR プローブの使用に伴い，これまでの

は，NMR 緩和から得られる構造エントロピーは回転

測定方法や解析方法を顧みる必要が出てくる．たとえ

の自由度のみを反映し，限られた周波数でのサンプリ

ば，初期の Model-free analysis では，単純化されたスペ

ングによるからである．両者を同じ方法で決定した場

2

クトル密度関数（S は含むが，τe は含まない，式 1 に

合のみ，直接比較可能である．他の方法と比較する場

おける第一項のみの場合）が，タンパク質の回転相関

合は，数値誤差以外の誤差もありうることを念頭に入

時間 τR の決定や，各部位での S の決定に用いられて

れて，定性的な評価にとどめる方がよいと考えられる．

2

きたが，この近似を高磁場で用いると無視できない誤

ここでは，例として，Human Immunodeﬁciency virus-1

差を生じる．これは，高磁場（つまり，ωi が大きく

(HIV-1) protease のフラップ領域のダイナミクスに関

なる）では，式 1 に置ける第二項目が第一項目より大

する研究を示す 8)．HIV-1 protease は，HIV の複製に必

きくなることがあるからである 6)．

須の酵素であるため，長く阻害剤開発の対象となって
いる．この酵素には，フラップとよばれる溶媒中に露

(1− S 2 )τe ′
S 2τ R
J (ωi ) =
+
(1 + ωi2τ R2 ) (1 + ωi2τe2′ )

出した β-シート構造をもつ部分があり，基質が活性

(1)

部位に近づくためには，このフラップの開閉が必要で

また，市販の高磁場 NMR 装置を用いる場合，照射

ある．このため，溶液中で，フラップがどのような運

するラジオ波は平行して増大していないのが現状であ

動性をもつかを理解すべく，15N 核の NMR 緩和測定

り，そのため，CPMG R2 では，観測中心から離れた

から，主鎖アミドの S が求められ，さらに，分子動

位置の信号の，パルスの不完全性による誤差が顕著に

力学シミュレーションからもアミドの S が計算され，

なる．CPMG 法は，本来，パルスの不均一性などを

その比較が行われた．

2

2

減じるために開発された方法であるが，これを完全に

いくつかの研究グループが分子動力学的計算を行

ゼロにできるわけではなく，観測中心から離れた信号

い，その結果は，いずれの S も，NMR により決定さ

2

2

7)

れた S に『一致する』というものであった．ところ

強度には，累積誤差が生じる ．
さらに大事な点として，高磁場，高感度の装置の場

が，分子動力学計算の結果には，フラップがカールす

合，実験のノイズによる誤差が小さくなるので，相対

るという結果と，しないという結論があり，その要因

的に，実験以外の誤差や，系統誤差が目立つことがあ

として計算に用いられたエネルギー項の違いなどが考

げられる．その結果，実験のノイズから誤差を推定す

えられる．各構造に違いを認めながらも，NMR の結

る場合（たとえば，スペクトルの信号／ノイズ比を用

果には一致するというのは興味深い．一方，NMR か

いて，緩和時間の誤差を決める場合）
，誤差の過小評

ら得られた Model-free analysis の結果からは，フラップ

価を招くことになる．

がカールしているかどうかはわからない．また，モデ
ル依存性の項でも述べたように，化学交換があり，か

6. 他実験との比較にあたっての問題点

つ速い内部運動もあるモデルは，現在の Model-free

15

タンパク質の N 核の緩和実験におけるモデル依存
性と観測周波数依存性について前述したが，この他に
も，サンプルの安定性，温度の測定誤差や，実験中の
温度上昇による緩和時間の変化，NMR 測定方法自体
の不完全性など，NMR 特有のいろいろな問題点があ
2

る．タンパク質の緩和時間測定から得られる S ，エン
トロピー項や，ギブスの自由エネルギーなどの数値を
比較する場合には，こうした潜在的な要因も考慮にい

図2
フラップのコンフォメーションの異なる 2 つの HIV-1 protease X
線構造（PDB code，1HHP と 3HVP を用いて描いた）とその模型図．

れることが大事になる．
ではどうしたらよいか．NMR の緩和時間から得ら
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analysis には含まれておらず，NMR から得られた S

2

し，溶液中のタンパク質の NMR では，15N 核の均一

は，そのためのアーティファクトを含むと考えられ

な安定同位体標識ができる場合は，簡単なモデルを用

2

いてダイナミクスの全体像を出すような利用方法がし

る．しかしながら，どちらのシミュレーションの S

が NMR に近いかだけを競うと，一方に軍配が上がっ

ばしば用いられている．
15

N 核以外では，タンパク質全体のダイナミクスを

てしまうわけであり，このフラップ内部運動の比較
は，複雑なダイナミクスを数値として表すことの難し

特徴づけるような実験として，13C 核や 2H 核観測に

さを顕著に浮き彫りにした．もちろん，計算結果が信

よるメチル基の側鎖の運動がある．一方，タンパク質

用できないというのではない．前述のように NMR 緩

の一部をピンポイントで観測するために，15N，13C，

和解析には種々の問題点があるので，実験だから正し

2

いともいい切れない．中立を保つ意味で，NMR 緩和

を導入する方法がある．内部運動の研究に重要なこと

から得られた運動性の評価に対しての疑問を投げかけ

として，31P や 19F 核観測の場合，化学交換現象から，

た研究も引用しておく 9)．

ミリ秒やマイクロ秒の状態平衡を検出するものが主に

H 核などを特異的に同位体標識したり，31P や 19F 核

なり，R1，R2，NOE などから，スペクトル密度関数

7. 他の 15N 核緩和実験の発展

を経てタンパク質の内部運動を検出する手法は，あま

15

N 核の R1，R2，{1H}-15N NOE や，CPMG R2 分散法

り用いられない．これは，化学シフトの異方性の向

以外にも，Model-free analysis を行うための実験や，化

き，強度などが各部位で異なる為，局所磁場が均一に

学交換項を検出するための実験が開発されてきた．

規定できず，ダイナミクスのパラメータ（
『動き』の

1

15

Model-free analysis 用としては， H- N 双極子相互作用

部分）だけを取り出すことが難しくなるからである．

15

と N 核の化学シフトの異方性の交差相関項の緩和を

最後になるが，NMR を用いたタンパク質の内部運動

用いる方法や， H- N の 2 スピンオーダーを含む反位

の評価には，こうした緩和実験以外に，1H-2H 交換や

相項の緩和を用いる方法がある．前者は，化学交換項

J- 結合，RDC，PRE 法 4) の解析などの手法があること

1

15

2

なく緩和を解析できるので，S の決定などに有利な点

も付け加えたい．

15

と，ほぼ軸対称にある N 核の化学シフトの異方性方
向が 1H-15N の結合の方向と多少異なるので，正確な
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8. 他核種緩和実験の発展と問題点
15

N 核磁気緩和を用いたタンパク質の内部運動の検

出は，冒頭にも述べたように，化学修飾なく，各部
位，この場合は，タンパク質主鎖の運動性を評価する
ことができるので，利用度が高い．タンパク質などの
伊島理枝子

複雑な内部運動のある分子の運動性の評価は，2 つの
アプローチがある．つまり，（1）簡単なモデルを使っ
て，タンパク質全体の内部運動像的なものを示す，
（2）注目したタンパク質の一部を，詳細なモデルを用
いて調べる．いずれも学術的には重要である．ただ
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超分子モデリング：DNA複製過程における複製モードと
校正モードのスイッチングメカニズム
白井 剛
長浜バイオ大学バイオサイエンス学部

未知であったので，ヒトに類似性が高く構造解析に適

1. はじめに

した古細菌の系（DNA ポリメラーゼ B）を用いて，X 線

初期の構造ゲノミクスプロジェクトが一段落して，

結晶解析および電子顕微鏡単粒子解析による構造解析

残された大きな課題の 1 つは，超分子構造の解明であ

を行った．結果として，高分解能の回折を示す結晶は

る．これは構造ゲノミクスが蓄積したデータが，主と

得られなかったものの，結晶を溶解した試料による電

してサブユニットやドメインなどの超分子複合体の部

子顕微鏡解析によって，はじめて DNA ポリメラーゼ

品であることによる．細胞内で多くのタンパク質は，

2)
．
の機能状態に近い全体構造が明らかになった（図 1）

DNA ポリメラーゼ B は PCNA リングに蓋をするよう

ヘテロで巨大な複合体を形成して機能する．構造で生
物学をするには「完成品」が必要である．
以下に，PCNA-DNA ポリメラーゼ B-DNA 複合体の
構造解析を例として，動的な超分子複合体の構造解析
について解説する．本稿は「理論 / 実験 技術」だが，
以下に述べる個々の技術が特別革新的という訳ではな
い．しかし，生化学・分子生物学・構造解析・情報生物
学の緊密なコラボレーションによって，実用的な超分
子構造解析技術を提供できる，ということを示したい．
2. PCNA 複合体

PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) は DNA ク
ランプとよばれるリング状の多量体タンパク質であ
り，リング穴に DNA をとらえ，その表面の特定の結
合部位で，DNA ポリメラーゼ B などの DNA 代謝酵
素を結合する 1)．そのため，PCNA は各種酵素を DNA
上に停めるための留め金（clamp）として働く．さま
ざまな酵素が PIP (PCNA Interacting Protein)-Box とよ
ばれるペプチド領域で PCNA に結合するので，PCNA
は DNA 複製・修復・組換えの各段階において，異な
る構成・動的構造をもった超分子複合体のプラット
フォームとして機能する（図 1）．
この PCNA をプラットフォームとする重要酵素の
1 つがゲノム複製を行う DNA ポリメラーゼである．
PCNA と複合体を形成することで，DNA ポリメラー

図1
（上）PCNA 複合体模式図（リボルバーモデル）．（下）PCNA-DNA
ポリメラーゼ B-DNA 複合体の電子顕微鏡像と複合体モデル．NT，
Nuc（校正ヌクレアーゼ），Thumb，Palm，Finger はポリメラーゼ
のドメインである．

ゼの連続合成可能な DNA のヌクレオチド数（processivity）が飛躍的に大きくなることはよく知られている．
PCNA-DNA ポリメラーゼ-DNA 複合体の立体構造は

Supramolecule Modeling: The Mechanism of Switching between Polymerization – Proof Reading Modes in DNA Duplication
Tsuyoshi SHIRAI
Nagahama Institute of Bioscience and Technology
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に被いかぶさっており，DNA が PCNA リングに捉えら

いが客観性持続性がある）で，パラメータを変更して

れているようすも観察された．予想通り DNA ポリメ

再分類可能な（目的に応じた最適分類ができる）2 次

ラーゼ B は C 末端の PIP-Box で PCNA と結合していた

データベースというオプションが必要と考え，PDB2

が，他の PCNA サブユニットとの接触も認められた．

次データベース自動構築システム SIRD (Structure In4)
teraction Relational Database) を作成した ．このシステ

このような PCNA と酵素が密に接触した構造は，
まったく予想外であった．PCNA リングはホモ 3 量体で

ムは PDB を，アミノ酸配列（1D），サブユニット立

あるので，PIP-Box 結合部位が等価に 3ヵ所存在し，3種

体構造（3Dsub），ドメイン立体構造（3Ddom）で階層的

の異なる酵素を同時に結合することが可能である．そ

に分類する．また，DNA や糖鎖などのポリマー，低

のため，比較的緩く結合した複数の酵素が，必要に応

分子化合物についても構造分類し，タンパク質との相

じて DNA と反応するリボルバーモデルが提唱されて

互作用をリレーショナルデータベース化できる．

いる（図 1 上）
．しかし，PCNA-酵素-DNA がすべて揃っ

このシステムは知識ベースの超分子複合体モデリン

た状態の構造解析はいまだ数例に過ぎず，解明された

グに使うことができる．これは，もっとも単純には，

複合体構造では PCNA と酵素の接触は比較的密であ

目的の構造をもった分子が相互作用しているデータが

る．このような観察結果は，機能に応じて複合体の大

PDB 中に存在するか検索し，抽出された複数の複合

規模な構造変化が連続的に起こることを示唆している．

体を共有されるサブユニットを支点として重ね合わせ
ることで行う．

3. 知識ベースモデリング

図 2 はこの方法で，PCNA-DNA ポリメラーゼ -DNA

ここで一旦，話題を構造データベースに移したい．

複合体などの構造を構築した結果である．上記の 3 者

遺伝子配列・タンパク質立体構造をはじめとして，

複合体そのものの構造は PDB に存在しないが，電子顕

近年の生物学データベースの拡大は，データ爆発また

微鏡像と類似した構造は，この方法で構築可能である．

はデータ洪水と表現すべきレベルに達している．

理由は簡単で，DNA ポリメラーゼ-DNA (PDB コード

もちろんこれらのデータはそれぞれの目的に沿った

2p5o)，PCNA-PCNA (1isq)，PCNA ホモログ-DNA (3bep)

研究の結果，既知データとして蓄積されてきた訳だ

複合体などの構造が存在するからである．示した結果

が，急激な膨張はデータベース自体の不透明性をもた

は，これらの構造をもとに PCNA-(PCNA @ PCNA)-

らす．つまりわれわれはもはや「自分たちが知ってい

(DNA @ DNA)-DNA ポリメラーゼ B などのように，

ることの全体」を知らない．

総当たりの重ね合わせ操作（@ で示した）を行い，接

3)

PDB (Protein Data Bank) はタンパク質立体構造の

触面積などから複合体の妥当性をランキングしたもの

データベースで，2012 年現在で 8 万件を越える構造

である．すなわち，ここで行ったことは分子積み木に

が登録されている．PDB は重複が多いデータベース
である．たとえば，同じタンパク質で結晶系が違う，
リガンドが異なる，あるいは点変異が導入されている
ものは，重複登録されている．よって，構造解析され
たあらゆるタンパク質について，個人が全体像を把握
し続けることはほぼ不可能である．
この問題に対処するために，1 次データベース（実
験データが直接格納されるデータベース．PDB など
はこれにあたる）の情報を整理した 2 次，3 次データ
ベースが整備されてきた（たとえば構造分類データ
ベースの SCOP は PDB の 2 次データベースである）．
多くの場合，2 次データベース構築には人手が介入
し，手間ひまがかかる．また，分類には多数のパラ
図2
知識ベースモデルと電顕像の比較．2 種の DNA ポリメラーゼ B と
DNA リガーゼ複合体について，データベースから導かれるモデル
（Model）と，インターフェースと分子衝突から評価した最終生成
モデル 50 個中の妥当性順位（Rank）を示している．電子顕微鏡
像（EM）のうち，DNA ポリメラーゼ複製モードは 2 次元平均像，
それ以外は 3 次元再構成像である．

メータが介在するので，分類スキームは一筋縄ではな
い．利用する側としては，エキスパートの目利きが
入っている方が断然安心感があるが，情報量の増加に
伴い人手のかかるデータベースの運用は次第に困難に
なりつつある．そこで，全自動プロセス（目利きはな
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すぎない（図 3）
．
ちなみに，筆者らがこれらのデータベース中の実験
構造の存在を「知らなかった」という訳ではない．
DNA ポリメラーゼなどの構造解析例は，それほど膨
大ではないので，関連タンパク質のみに興味を絞れ
ば，現在のデータベースの内容を把握することは難し
くない．しかし今後，プロテオームやインタラクトーム
の全体像を構造生物学的に把握し，理解するためには
2 次データベース構築の自動化は不可欠になるだろう．
4. DNA ポリメラーゼのモードスイッチ

図3
PCNA-DNA ポリメラーゼ B-DNA 複合体モデルの知識ベースモデリ
ングの概要．線で結ばれた複合体間で共有されるサブユニット /
ドメインを，重ね合わせにより順次集積（矢印）する．各複合体
の PDB コード（3bep など）と，該当エントリーに含まれるサブ
ユニット / ドメイン（Polβ など）を示す．Polβ は原核生物の 2 量
体型 PCNA ホモログである．

知識ベースモデリングから得られるモデルは一通り
ではなく，DNA ポリメラーゼ B が PCNA の上に直立
した構造モデルも得られる（図 2）
．これは，DNA ポリ
メラーゼ B-PCNA 単量体（インターフェースへの部位
特異的変異の導入によりリング形成能を失った PCNA）
複合体構造解析情報（3a2f）に基づいている（図 3）5)．

には酵素の位置固定の役割があると考えられる（図 4）
．

実際，電子顕微鏡で観察された像の中には，このモデ

他方の DNA ポリメラーゼ B が伏せた状態の構造で

ルを支持するものも存在し，PCNA-DNA ポリメラーゼ

は，PIP-Box の相互作用は維持されるものの，上記の

B-DNA 複合体に複数の構造モードが存在することを

塩 橋 は 形 成 さ れ ず，DNA ポ リ メ ラ ー ゼ B-Arg379 〜

示している．

Arg382 の領域と PCNA-Glu171 付近に接触が見られる．

直立したモードでは DNA ポリメラーゼ B は PIP-

塩橋を形成する Glu171 は，DNA ポリメラーゼ B が

Box だけで PCNA と結合しており，PCNA の他の 2 ヵ所

PIP-Box で相互作用しているものとは異なるサブユ

の結合部位はオープンであるので，前述のリボルバー

ニットに存在する．この状態では他の 2 ヵ所の PIP-

モデルに近い構造であるといえる．詳細に見ると，この

Box 結合部位へのアクセスは制限される．

状態の DNA ポリメラーゼ B と PCNA の間には DNA

通常，DNA ポリメラーゼ B は相補鎖 DNA 合成を

ポリメラーゼ B-Arg706 と PCNA-Glu171 の塩橋が形成

行っている（DNA 複製モード）が，鋳型とのミスマッ

されている．Glu171 はさまざまな生物種の PCNA 間で

チ塩基を含むヌクレオチドを重合した場合や DNA 損

酸性アミノ酸として保存されていることから，Glu171

傷に遭遇した場合は，ヌクレアーゼドメインの活性を

図4
PCNA-DNA ポリメラーゼ B-DNA 複合体の複製モード（右）と校正モード（左）のスイッチングメカニズム 2)．両モードは PCNA-E171 と
DNA ポリメラーゼ -R706/379 などの塩橋の架け替えによって制御されると考えられる．これらの塩橋を破壊すると PCNA 存在下での校正機
能による DNA の短縮が抑制される（中央上段）．またそのとき，複製モード電顕像の存在比は増大する（中央下段）．
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使って，3′ 末端のヌクレオチドを切断する機能をもつ

増やした機能的複合体を単離し構造解析することで，

（校正モード）
．DNA ポリメラーゼは複製が停止した場

レプリソーム全体構造の解明に近づいていきたいと考

合に校正モードに入りやすいことから，前者の複合体

えている．

は DNA 複製モード，後者は校正モードにあると推定

6. 技術としての超分子構造解析

された（構造解析試料で DNA 合成は停止している）
．

ここで述べた研究は，真柳浩太（電子顕微鏡解析）
，

この 2 つのモード間で塩橋の架け替えが起こると考
え ら れ る の で，Glu171 の 塩 橋 形 成 を 阻 害 す れ ば，

大山拓次，西田洋一，森川耿右（X 線結晶解析）
，石

DNA ポリメラーゼ B 複合体のモードスイッチが障害

野良純（生化学・分子生物学）各博士らとの共同プロ

されると予想される．実際，校正モードで Glu171 と

ジェクトの結果を，筆者（情報生物学）が代表して解

相互作用する Arg 残基を Glu に置換すると，校正機能

説したものである．超分子複合体の構造解析は多かれ

による基質 DNA の短縮は抑えられることが示された

少なかれ，このような共同研究により行われている

（図 4）
．さらに電子顕微鏡による観察では，DNA 複

が，ここに解説した研究は，必要な分野の緊密な協力
がうまく機能した例ではないかと思う．

製モードと考えられる DNA ポリメラーゼ B が立った

このような技術集約によって完結する研究は，今後

複合体像の比率が増えることも示された．

どのように進歩するのだろうか？

5. モードスイッチの意味

は陳腐化するものなので，やがてそれぞれの研究者

上記の DNA ポリメラーゼのモードスイッチにはど
のような意味があるのだろうか？

所詮，個々の技術

が，かなりの部分を単独でできるようになるだろう

1 つの手がかり

が，ここに示したすべての技術を身につけて維持する

は，以前に同様の手法で構造解析した PCNA-DNA リ

のは，さすがに困難ではないかと思う．また，必要な

6)

ガーゼ -DNA 複合体から得られる ．DNA リガーゼ

研究者を集めた研究所を作るのは大変効果的だが（か

はラギング鎖 DNA を連結して DNA 複製の仕上げを

つてはそのような研究所もあった）
，そのような組織

する役割をもつ．PIP-box で PCNA に結合して機能す

を安定的に維持することは，現在では期待しにくい．

る点では DNA ポリメラーゼ B と同様である．DNA

結論としては，研究者と計算機を含む装置類がバー

リガーゼと DNA ポリメラーゼ B 複合体には共通点が

チャルに組織化され，各段階のモノやデータのフロー

ある．それは DNA リガーゼも PIP-box 以外の箇所で

が効率化され，相互のバックアップ体制（たとえば構

PCNA の異なるサブユニットと相互作用している点で

造解析では，うまくいかない場合には方法を換えてみ

ある．また，解析した複合体は，2′,3′ ジデオキシヌク

るのが有効である）とフィードバック機能を備えた

レオチドを用いて，連結反応の一歩手前で停止させて

「超分子構造解析パイプライン」を構築することが理

いる．つまり，DNA ポリメラーゼ B と DNA リガー

想的な方法ではないだろうか．

ゼは，
「次の一手」が自分でなければならない場合は，
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タンパク質水和理論の新機軸 II．
新理論の応用展開
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

定化させる．その原因は，ΔE が大きな正の値になる

. はじめに

からである．すなわち平均的にみれば側鎖を含めペプ

朝倉―大沢理論は大粒子が生成する排除容積の変化

チド鎖と水は引力相互作用を示すことを意味する．タ

に伴う小粒子集団の並進配置エントロピー変化の重要

ンパク質の分子内相互作用を考えると ΔEI は逆に大き

性を示した画期的熱力学理論であった．その後この理

な負の値になる．多くの場合，ΔE と ΔEI はかなり相

論は Depletion Force としてコロイド化学の分野では現

殺し合い，ΔE + ΔEI は正，すなわち変性状態のほうが

在常識となっているが，生物物理分野ではまだあまり

やや好まれる．さらに ΔSI は負の値をとる（変性状態

浸透していない．小粒子集団を水と見立て，朝倉―大

のエントロピーが大）ので天然状態が安定となるには

沢理論を深化させる形でその重要性を指摘したのが木

それらすべてを凌駕して折りたたみを推進する何かが

下理論である．理論はかなり高度な概念装置を含むの

必要である．それが正の値をとる ΔS である．すなわ

でその紹介にあたり，まず理論の有効性を種々の生物

ち，水のエントロピー利得が折りたたみを推進する．

物理学的応用で知っていただき，最終回で理論を敷衍

以上述べた描像の正しさは，寺嶋らの Apoplastocyanin（apoPC）を常温で折りたたませる画期的な実験 1)

したい．

によって検証された．従来は，熱変性温度におけるエ

. 生理水溶液中におけるタンパク質の折りたたみ

ンタルピー変化と比熱変化から，比熱変化が温度によ

タンパク質の天然状態と変性状態の部分モル容積

らず一定として，変性温度より離れて常温におけるエ

（定圧下で溶質を挿入した場合に生じる系の容積変化）

ンタルピー変化とエントロピー変化を見積もってい

はほぼ同じであり，折りたたみはほぼ定積・定圧下で

た 2)．寺嶋らはこの誤りを正し，正確に常温での熱力

起こる 1)：水和の熱力学量は定積下でも定圧下でもあ

量を実測したのである．ここで朝倉―大沢理論を用い

まり変わらない．以後定積下で考える．「ΔA ＝天然状

て apoPC の水和エントロピーを見積ってみよう．タ

態の A−変性状態の A」と定義すると，タンパク質折

ンパク質が排除容積の大きい立体構造から小さい立体

りたたみに伴う系の自由エネルギー変化 ΔF は，

構造に変化した場合，その排除容積の変化量を ΔVex

ΔF = ΔEI − TΔSI + ΔE − TΔS

（<0）とすると水に

（1）

ΔS = −kρSΔVex（ρS：水の数密度）

で与えられる．この定義では，ΔF<0 のとき天然状態

（2）

が安定，ΔF>0 のとき変性状態が安定となる．EI と SI

のエントロピー利得が生じる．しかし，この式を用い

はタンパク質分子内のエネルギー（エンタルピー）と

ると水のエントロピー利得は 180k になる．これは寺

エントロピー，E と S は水和自由エネルギー（タンパ

嶋らの実験結果 670k に比べるとはるかに小さい．木

ク質の挿入に伴う水の自由エネルギー変化）のエネル

下らは，独自に開発した形態熱力学的アプローチ 3) と

ギーとエントロピーである．ΔE − TΔS は常に大きな

分子性流体用積分方程式論 4) の統合型方法論（最終回

正の値になり，この意味で水は天然状態をむしろ不安

で詳しく説明する）を用いて，折りたたみに伴う熱力

Evolutionary Protein Hydration Theory II. Practical Applications of New Theory
Masahiro KINOSHITA1 and Kuniaki NAGAYAMA2
1
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
2
National Institute for Physiological Sciences
※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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学量変化の寺嶋らの実験結果 1) をほぼ定量的に説明す
ることに成功した．
. タンパク質の低温変性，圧力変性

木下らは，上で述べた統合型方法論を用いて，圧力
変性 5) および低温変性 6) のメカニズムを明らかにし
た．熱安定性の有効な指標の提案 7) も行った．低温で
は水のエントロピー利得なる折りたたみの推進力が顕
著に弱まり，かなりランダムな構造に変性してしま

図1
Λ を計算するための熱力学サイクル．

う．高い圧力をかけると，「排除容積ができるだけ小
さく，それでいて露出表面積ができるだけ大きい構造
（水分子が 1 分子層程度内部に侵入して膨潤した構

タンパク質研究のコミュニティーには，エネルギー

造）
」に転移することが水のエントロピー的に最も有

関数のパワーをチェックできるように，デコイ（偽

利となる．上記の低温および圧力変性構造の特徴は，

物）セットが数多くのタンパク質に対して用意されて

実験研究で得られたそれらと良好に一致する．最終回

いる．これは，コンパクトではあるが天然構造とは異

で詳しく触れるが，朝倉―大沢理論では低温変性，圧

なる数百〜数千通りの立体構造のデータセットであ

力変性ともに説明することができない．

り，生物情報科学的な方法に基づいて作成されたもの
が多い．天然構造にきわめて近い構造も含まれる．そ

. タンパク質立体構造予測に向けて

れらと天然構造の中から天然構造を射当てることがで

木下らは，タンパク質の立体構造変化を論じるた

きるかどうかで，エネルギー関数のパワーを競うので

め，次式で与えられる新しい自由エネルギー関数 Φ

ある．木下らは，現在までに 133 種類のタンパク質に

8)

対して上記のテストを実行し，世界最高の成績（的中

を提案した ．
Φ = −TS + Λ.

率はほぼ 100%）を収めている 8)．どのデコイ構造も

（3）

天然構造と同様にコンパクトであり，構造エントロ

−S と Λ は共に正の量であり，立体構造の関数である．

ピーはいずれも非常に小さな値なので，その差を考慮

水和エントロピー S は，上で述べた統合型方法論を用

しなくてもうまくいくのである．

いて計算する．Λ は完全に伸びた構造（水分子と最大

他研究者のエネルギー関数との大きな違いは，水に

数の水素結合を形成しているが分子内水素結合はもた

対して分子モデルを採用してそのエントロピー効果を

ない）を基準にした，式（1）の水和エネルギーとタン

精密に取り込んでいる点にある．水に対して分子モデ

パク質分子内エネルギー（構造エネルギーとよばれる）

ルを用いると通常は計算ロードの問題が深刻化する

の和 “E + EI” に該当する．比較的コンパクトな立体構

が，形態熱力学的アプローチ 4) と統合することによ

造のみを扱うため，Φ の中にはタンパク質分子内エン

り，Φ の計算時間をタンパク質の 1 立体構造あたり

トロピー（構造エントロピーとよばれる）は入ってい

Workstation 上で 1 秒以下に抑えることができる．今

ない．Λ の計算法は図 1 に示されるが，構造のコンパク

後，Φ と生物情報科学的な構造作成法を統合すること

ト化によって，ドナー（N）とアクセプター（O）が水

により，タンパク質立体構造予測の有効な方法の開発

分子との水素結合（CO ･･ W，NH ･･ W）を切断して埋

をめざしたい．

もれた場合，分子内水素結合を形成すればエネルギー

. 水が物体―溶質間に作る平均力のポテンシャル

的な損得はないとする．ドナーまたはアクセプターが
埋もれて分子内水素結合の相手がいない場合，7kT

水の中で，大きな物体の上に溶質が存在する場合を

（無極性流体中における 2 つのホルムアミド分子の水

想定する（図 2）．物体と溶質の存在は，水分子の中

素結合形成のエネルギーが −14kT）なるペナルティー

心が入れない排除空間を生成する．朝倉―大沢理論的

を課す．具体的には主鎖と側鎖のすべてのドナーとア

に考えれば，黒塗りで示す 2 つの排除空間の重なりの

クセプターに対して埋もれているか否かを判定（露出

部分の容積が増加（水の並進配置エントロピーが増

表面積がゼロのときに埋もれていると判定）し，主鎖

加）する方向に溶質が動かされる傾向が生じる．水分

―主鎖・主鎖―側鎖・側鎖―側鎖に対する分子内水素結

子の並進移動に起因して，物体上の溶質に対してポテ

合形成をチェックしてペナルティーの総和を取る．

ンシャル場（換言すれば物体―溶質間の平均力のポテ
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支配）の収束時間は水分子が広い空間を巡る時間より
もはるかに短い．ある水分子がある狭い空間内を動き
回っているうちに自分と同じものがそこらじゅうで別
の狭い空間内を動き回ってくれるのである．たとえ
図2
大きな物体の上の溶質（水中）．

ば，ATP の加水分解サイクルに伴う S1 の立体構造変
化およびS1 の動きは，ミリ秒の時間スケールで起こる．
一方，水分子集団の分布関数の収束に要する時間はナ

ンシャル PMF: Potential of Mean Force）が形成される 9)．

ノ秒程度である．PMF で議論することに問題はない．

実際の PMF は物体と溶質による拘束空間内における

. ATP 駆動タンパク質の機能発現機構

水の構造化などの影響により，黒塗りの部分の容積だ
けでは記述できない複雑なものとなる．よって，PMF

木下らによる ATP 駆動タンパク質の機能発現機構

の計算には積分方程式論のような統計力学理論が不可

に対する横断的描像は次の通りである．ATP 濃度が十

9)

欠となる ．溶質と物体をある位置に固定し，水分子

分高く，ADP 濃度が十分低い条件下では，ATP との

集団にあらゆる配置をとらせ，両者に作用する力を平

結合・ATP の加水分解・分解生成物（Pi, ADP）の解離

均したものが平均力であり，PMF はそのポテンシャ

のうちのどれも（以下，これを ATP の作用とよぶ）が

ルである．PMF は，溶質が物体から無限に離れた位

システムの自由エネルギー低下に結び付く：つまり，自

置に存在する場合を基準にした，溶質が物体近傍のあ

発的に起こる．S1-F-actin，タンパク質―シャペロニン，

る位置に存在する場合の水の自由エネルギーを表し，

F1 の α3β3 複合体― γ サブユニットの各ペア間に水が

エントロピックな効果のみならずエネルギー的な効果

PMF を作る．PMF はペアの立体構造と性質に強く依存

にも影響される．物体が固定されている場合，溶質は

して変化する．ATP との結合と分解生成物（Pi, ADP）

PMF が低下する方向に動く傾向が見られる．重要な

の解離によってペアの立体構造と性質を変化させる

ことは，エントロピックな効果が物体および溶質の幾

（シャペロニンの場合にはタンパク質が折りたたむこ

何学的特性に大きく依存して変化することである．換

とによって自らの立体構造と性質を変化させる効果も

言すると，物体や溶質の幾何学的特性をうまく操作す

加わる）ことにより，PMF を変化させる．このメカニ

ることによって溶質の動きを制御することができる．

ズムによって，S1 の一方向移動，タンパク質の挿入／

ATP 駆動タンパク質は，ATP との結合・ATP の加水

放 出，γ サ ブ ユ ニ ッ ト の 一 方 向 回 転 が 起 こ る 10)-12)．

分解・分解生成物（Pi, ADP）の解離という加水分解サ

ATP の加水分解サイクルごとに S1，シャペロニン，

イクルを繰り返すことによって種々の高度な機能を発

F1 は元の状態に戻る．ただし，システムの自由エネ

揮する．木下らは，上記の PMF が，① F-actin 上のミオ

ルギーは，主として ATP（1 〜 7 分子）の水溶液中に

10)

シンヘッド S1 の一方向移動 ，②シャペロニンによ

おける加水分解自由エネルギー分だけ低下する．

る変性タンパク質の挿入と折りたたみを終えたタンパ

例として，1 分子実験 10) で対象とされた「F-actin 上

ク質の放出 11)，③ F1 中における γ サブユニットの一方

に拘束された S1 の一方向移動」を考える．ATP また

向回転

12)

は “ADP + Pi” が結合している場合の S1 の立体構造（構

など，ATP 駆動タンパク質の機能発現で中

心的な役割を果たすことを示した．①と③はエントロ

造 2）は，空または ADP のみが結合した S1 の立体構

ピックな効果のみでも説明できる（エントロピックな

造（構造 1）とは大きく異なることが実験的に知られ

効果が支配的である）
．ところで，次のような質問を

ている．構造 2 は，構造 1 よりも球とはかけ離れた幾

よく受ける：
「PMF で議論することは，溶質や物体の

何学的特性をもつ．木下らの理論解析結果 10) による

立体構造に対して水が常に平衡状態にあるという近似

と，図 3 に示すように，構造 1 の S1 が感じるポテン

を使っていることになる；その近似が正しいためには，

シャル（黒線）は，構造 2 の S1 が感じるそれ（赤線）

水分子が十分に短い時間で十分に広い空間を巡らない

とは大きく異なる．S1 は，黒線のときは強結合サイ

といけないのではないか」
．これは，溶質や物体の立体

ト上でほとんど動けないが，赤線のときはバイアスの

構造変化に対し，水の構造が収束するまでにどの程度

かかったブラウン運動的な挙動を示す．水分子の並進

の時間が必要かという問題である．重要なのは，水分

移動に起因するエントロピー効果だけで強結合サイト

子の動きの時間スケールではなく，水分子集団の分布

が生まれることは注目に値する．最近接の強結合サイ

関数構成の時間スケールである．1 つ 1 つの水分子は

ト間距離 L はアクチンモノマーの大きさに等しく，実

区別できないので，分布関数（これがエントロピーを

験結果と一致する．ATP 加水分解の 1 サイクルで動く
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距離は L の整数倍となるが一定しない．赤線のとき

として，まさに水のエントロピーがフィットする．γ

は，S1 は F-actin から離れ得るが，実験ではそれを阻

サブユニット中の Arg, Lys なる正の荷電をもつ残基と

止している 10)．一方向移動は，黒線と赤線の行き来を

β サブユニット中の負の電荷をもつ残基で構成された

繰り返すことによって実現される．類似のモデルは，

DELSEED モチーフとの静電引力相互作用が回転で中

によって提案されており，「ATP 加水

心的な役割を果たすと指摘されたことがある 12)．こ

分解の 1 サイクルと S1 が動く距離が 1：1 には対応し

の指摘を確認するため，DELSEED モチーフの残基を

ない」というルースカップリング説が有力視されてい

Ala に置換した実験が行われたが，回転に何らの影響

る．木下らの功績は，図 3 に示す 2 通りのポテンシャ

も見られなかった 12)．

すでに大沢ら

13)

タンパク質の折りたたみは自由エネルギーが低下す

ルの微視的な物理起源をはじめて明確にすると共に，
3 次元積分方程式論を用いて実際に計算で示したとい

るから自発的に起こる．しかし，S1-F-actin，タンパ

う点にある．水のエントロピーを主役とする考え方

ク質―シャペロニン，F1 の α3β3 複合体― γ サブユニッ

と一致する：ミオシンと F-アクチ

トの各ペアの状態は，ATP の作用がなければそのまま

ンの結合がエントロピー駆動（エンタルピー変化とエ

変化しない．ATP の作用のおかげで，状態変化が起こ

ントロピー変化が共に正）であること；低温ではミオ

るようになる．タンパク質の折りたたみでは ATP の

シンと F-アクチンの結合力が弱まること（タンパク

加水分解サイクルは不要であるが，F-actin 上における

は，次の実験事実

10)

S1 の一方向移動や F1 中における γ サブユニットの一

質の低温変性と対応する）．

方向回転では必要である．

多くのタンパク質では，主鎖と側鎖が全体的に 3 次
元ジクソーパズルのように密に充填されている．し

7. 最終回（第 3 回目）の内容について

かし，それがすべてのアミノ酸配列に対して可能で
あるとは限らない．不可能な場合には，密に充填で

第 1 回目で述べたように，朝倉―大沢理論における

きる部分を優先的に密に充填する．全体的に平等に

「溶質の幾何学的指標として排除容積のみを考える；溶

充填しようとすると，全体的にルースになってしま

媒のエントロピーには理想気体の表式を適用する」と

い，かえって水のエントロピー的に不利になるのであ

いう考え方は，溶媒和エントロピー S の評価にも適用

る．このような充填構造の非対称性は F1 の α3β3 複合

できる．最終回では，式（2）における ∆S の観点から

体にも見られ，それが回転機能で利用されているとい

見て朝倉―大沢理論と木下理論を詳細に比較する．

う概念を木下らは提案した 12)．γ サブユニットがなく
ても，α3β3 複合体の不均一な充填構造が「回転する」
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知的興奮を楽しむという経験を積む場が，生物物理学
会にほしいと思うようになりました．何人かの方に話
したところ，他地区ではその役割は支部が引き受けて

支 部 だより

いると聞きました．しかし，関東地区では支部会が開

関東支部からのお知らせ

支部を立ち上げて，継続的に交流が計れる土台を作ろ

かれていなかったため，まずは研究会を行い，その後
うと思ったわけです．
そこで，太田（東京農工大）
，加藤（産総研）
，黒田

太田善浩

（東京農工大）
，園山（群馬大），由良（お茶の水女子

東京農工大学・大学院工学研究院・生命工学専攻

大）（敬称略，五十音順）が発起人となって，生物物
理の関東地区の知り合いの方を中心に意見を伺ったと
ころ，ほぼすべての方から研究会開催の同意を得るこ
とができました．ただ，この時点では実際に参加して
くれるかどうかは未定の方が多く，どのくらいの人数

関東地区では，下記の通り生物物理の研究会を開催

が集まってくれるのか不安がありました．

し，関東支部を立ち上げました．以下の文章では，そ

開催時期は卒論や修論の発表が終わり，彼らの研究

の経緯と研究会のようすを紹介します．

がある程度まとまった時期に行うことにしました．ま
開催日：平成 24 年 3 月 5 日（月），6 日（火）

た，同じ分野の専門家が集まる研究会とは異なり，い

場

ろんな分野の人が集まることになります．そのため，

所：東京農工大学・小金井キャンパス・140 周年

異分野の人にもわかるように，背景を含めてわかりや

記念会館

すく説明をすることをお願いし，異分野の研究者の交

参加者：84 名（うち学生 56 名），全演題数：46 題

流と初学者へのわかりやすさの両立を狙いました．ま
た，発表形態はすべて日本語の口頭発表で，全員で

経緯，目的
支部の役割って何でしょうか．きっといろいろとあ

1 つの話をじっくり聞くスタイルにしました．発表時

るとは思うのですが，他に学会や研究会が参加しきれ

間は，25 分と 10 分の 2 つを用意し，完成度の高い研

ないほどあるので，恥ずかしながらその必要性をあま

究を時間をかけて説明する場合，予備的な結果を話す

り考えたことがありませんでした．私が考えるように

場合のどちらにも対応できるようにしました．当時，

なったきっかけは，生物物理学会年会での学生との

関東支部は立ち上がっていませんでしたので，学会か

会話です．彼らが自分の発表や同じ研究室の学生の

らの補助は（お願いしましたが）見込めませんでした．

発表以外は聴こうとしないので，せっかく学会に来た

そこで多くの支部にならって，学生の参加費を無料に

のだし面白いから他の人の話も聞いたらと薦めてみま

できるかどうかかなり議論をしましたが，今年の 3 月

した．しかし，あまり乗り気ではありません．聞いて

に限り農工大の施設の一部が無料で借りられることが

みると，講演を聞いてもよくわからないということ

わかったため，無料にできました．このように要綱が

でした．

決まり，以前連絡を取った方，学会の HP にリンクを

当然のことながら年会は最先端の研究を発表する場

貼っている方に 1 月中旬に連絡をし，参加者を募りま

であり，難しく話すつもりはないものの，初学者に向

した．その結果，予想以上に多くの 70 名近くの方か

けてわかりやすく話す場ではありません．また，近年

ら申し込みをいただきました．

の生物物理学会年会はグローバルな研究交流を志向し

以下が研究会の概要となります．発表者名やタイト

て英語で発表が行われるため，そのことも彼らの理解

ルおよび内容などのもう少し詳しい情報は HP（http://

を難しくしています．一方で，生物物理学会の発展の

www.tuat.ac.jp/~biophy07/shibukai/） に ア ク セ ス し て い

ためには，初学者の興味をひきつけ，彼らをリクルー

ただければと思います．

トしていく場が必要です．生物物理学会にお世話に
なってきた 1 人として，初学者が研究室の外で発表し

1 日目の午前中：

て聴衆の反応を生で感じ，他者の発表を聞いて理解し

タンパク質の理論解析に関する 6 つの講演が行われ
ました．25 分の講演が 4 つあり，最初のセッション
から聞き応えのあるものとなりました．

E-mail: ohta@cc.tuat.ac.jp
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関東支部立ち上げによる意見交換：
参加者に研究会を開いた経緯を説明し，今後も研究
会を開催していくこと，それに伴い関東支部を立ち上
げることを確認しました．また，関東支部長として東
京農工大の太田を選びました．
懇親会：
59 人もの参加者がありました．参加費を抑えるた
めに乾き物と飲み物程度でしたが，多くの方にご参加
いただき，いろいろと話しができたのではないかと思
います．
2 日目の午前 1：
タンパク質の修飾，改変に関する演題が 7 題発表さ
れました．質疑の活発なセッションとなりました．

講演中の会場

2 日目の午前 2：
ミトコンドリアによるプロトン輸送の性質，抽出さ
れた FoF1-ATPase によるプロトン輸送の検出，細胞内
タンパク質ネットワークの解析など 6 演題が発表され
ました．
3 日目の午後 1：
脳神経に関係する演題が 4 題，心筋細胞の収縮振
動，フェリチンの工学的応用に関する演題など計 7 題
が発表されました．
3 日目の午後 2：
フェリチンの工学的応用 2 題，核酸関連の演題 2 題，
ヘモグロビンの分子進化 2 題の計 6 演題が発表されま
受付

した．
以上のように，多くの方のご協力により無事開催す

1 日目の午後 1：

ることができました．特に，発起人の加藤，黒田，園

7 つの演題が発表されました．プロリン異性化酵素

山，由良さんにはたいへんお世話になりました．参加

に関する講演が 3 題，タンパク質のスクリーニング方

者へのアンケートの結果を見る限り，おおむね趣旨の

法に関する講演が 2 題，F1-ATPase の機能発現機構に

とおり進行できたようです．ただ，1 つの演題を全員

関する演題が 2 題で，学生さんを中心としたフレッ

でじっくり聞く，口頭発表の機会を増やす，2 日以内

シュなセッションとなりました．

で抑えるということを考えると，今回の演題数がぎり

1 日目の午後 2：

ぎりで今後の課題となりました．また，初学者の方に

膜，膜タンパク質，タンパク質による分子認識機構

も楽しんでもらうための取り組みも，もう少し何か仕

に関する計 7 演題がありました．学生さんによる今後

掛けがあってもよかった気もしています．今後も多く

が楽しみな研究から，研究者による完成度の高い研究

の方のご意見を伺いながら続けていけたらと思ってお

までのいろんなステージの研究が発表されました．

りますので，どうぞよろしくお願いいたします．
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ないと思います．研究対象を絞り込むからこそ得られ
る知見の多さも否定しません．しかし，現在は学問の
融合が問われる時代です．将来を担う若手研究者の幅

若 手 の 声

広い集まりである若手の会が融合を試みずに，将来的

〜学問融合ってなんだろう from 関東支部〜

ちろん，若いうちにはしっかりと 1 つの専門性をもつ

な学問の融合は望めないのではないかと考えます．も
ために訓練を積むことが重要です．1 つ専門をもつと
世界の見え方がまた 1 つ変わってきます．しかし，広

香川璃奈

い世界を見ようとしなければ，せっかくの専門をもつ

九段坂病院初期臨床研修医

強みを活かすこともできないと思います．
生物物理は自らが，分野間の深い交流から生まれた
学問です．それゆえに，今になって他の学問分野との
対話を忘れてしまうことはあってはなりません．多く
の大学・若手研究者が集まる関東地方．この利点が活

ごあいさつ

きるのは学問融合を目指したときだと考えました．

生物物理若手の会関東支部長を務めております香川
璃奈と申します．関東支部を盛り上げてくださった前

第 1 回 3 若手合同セミナー開催報告

支部長の近藤洋平さん（東京大学）から引き継ぎ，
日々奮闘しております．

かくいう私自身も，生物物理以外の人たちとはほと

生物物理との出会いは，学部 3 年のとき，進路に悩

んど面識がありませんでした．私がかろうじて面識が

む中で大学の図書館にて偶然日本生物物理学会誌を手

あった生化学若い研究者の会のスタッフの友人に頼

にし，こんな難しそうな仕事をしている人たちがいる

み，その友人がまたかろうじて面識があった脳科学若

んだなあ，生物 & 物理って響きがかっこいいなあ，

手の会のスタッフ 1 名に声をかけてくれ，3 月に行わ

と感じたことに始まります．その後，分子動力学を用

れた生化学若い研究者の会の支部セミナーの懇親会に

いた仕事にかかわらせていただく中で，偶然，夏の学

て，はじめての話し合いを行いました．「分野が違っ

校を知りました．はじめて参加した夏の学校は，同年

ていても，早い段階から少しでも多くの人とかかわり

代の仲間と研究の話しかしない 4 日間．活きいきと研

合い，自分の主張を的確に伝える訓練が必要である．

究に没頭する若手研究者の姿にカルチャーショックを

ラボでもシンポジウムでも学会でもできないことをや

受けました．

ろう」という点で合意し，生化学，脳科学，生物物理
の 3 若手の会関東支部の持ち回りで，1 年間に 3 回，

生物物理若手の会が若手研究者の求めに応えられる

合同セミナーを行うことが決まりました．

会になるよう，さらには生物物理学の発展のため努力

第 1 回として 7 月 14 日（土）に生物物理若手が中

して参ります．よろしくお願い致します．

心となり，研究交流会を行いました．参加者には A4
の紙 1 枚に，研究紹介やラボ紹介などを書いてもらい

「生き物若手の会」は作れないのだろうか
生物物理関東支部のあるべき姿を考える中で，1 つ

持参してもらいました．5 人程度の班で 1 人 10 分ほ

の疑問にぶつかりました．そもそも，同じ生命科学分

どの短い時間ですが，それぞれの研究発表をし合う

野でありながら，個々の若手の会が独立して存在する

ディスカッションを 2 回行いました．学部生 2 名，修

ことにどこまでの意義があるのでしょうか．夏の学校

士 8 名，博士 12 名，その他 7 名の計 29 名の方にご参

などの大勢が集まるイベントであれば，分野ごとに開

加いただきました．
今回の合同セミナーでは，積極的な参加，そして参

催しなければ収拾がつかなくなるのは事実でしょう．
しかし，普段の支部活動は，果たしてどうでしょう

加者の交流のためにちょっとした工夫を行いました．

か．

持ち寄る A4 の紙は，研究室紹介やキャンパス紹介

学問が成熟するにしたがって，過去には予期しな

のスライドを作って例示し，参加者がイメージをもっ

かった細部までがわかった結果，学問分野も中にいる

て参加しやすいようにしました．

研究者の集まりも，より細分化されることは避けられ

班分けは，分野・性別・学年に偏りが生じないよう
に行いました．軽食とお酒も交え，和やかな雰囲気で
本音で話せるようにしました．

E-mail: sonata.skazka@gmail.com
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参加者には申し込みの際にあらかじめ簡単なアン
ケートを行い，どのような対象に興味をもっている
か，どんな技術を使って研究しているかを訊ねまし
た．当日はこれを一覧表にして配布したところ，会終
了後もこの表を頼りに話したい人に自ら話しかけにい
く参加者が多く見られたことから，この配布はよい試
みだったと思います．
反省点として，研究紹介のディスカッションを始め
る前に自己紹介時間を設けるべきだったのではないか
という意見もいただきました．より効率的な交流を図
るために，興味のあることごとに班分けしてはどう
か，班でなく立食にした方が大勢が集まった意味があ
るのではないか，一覧表を当日でなく事前に配るべき

第 1 回 3 若手合同セミナーのようす
厳しいツッコミが入っているのでしょうか……

だったのでは，などの意見もいただきました．今後活
かしたいと思います．
参加者のニーズを的確に掬い上げるために，セミ
ナーの最後に次回案を班ごとに話し合ってもらいまし

それをもって学際と表現することには，かねてから漠

た．1 位の豪華（!?）景品をかけてプレゼン，参加者

然とした違和感を覚えていました．融合が大事だよ

全員で投票しました．7 つの班から，文部科学省の官

ね，といって始めた合同セミナーを通して，融合のた

僚と飲みたい，勉強会でなく球技大会をしよう，など

めに重要なことが少しだけ具体的に見えた気がしてい

思い思いの案が出た中で最高位に輝いたのは「現役企

ます．

業研究者の主張」でした．なかなか実情のわからない

今回久々に異分野の人たちと話したときに，問題意

企業研究者とも知り合って今後のキャリアプランを考

識のもち方や着眼点，どのような結果を面白いと思う

えたいという，若手ならではの素直な疑問と小さな焦

か，そしてどのような結果が出れば納得できるか，に

りが企画になりました．

明らかな違いがあるのを実感しました．逆にいえば生
物物理の枠の中では，細かい研究手法の根本にある，

アンケートを見ると，多くの参加者が異分野交流を
目的に参加しており，そして満足してくれたようすで

何をもって科学的な論証であると信じるか，が一致し

した．研究者の卵同士，きっかけさえあれば交流の輪

ています．

は自然と広がることでしょう．合同セミナーは異分野

つまり，学問同士がお互いを理解し融合するために

の人たちと知り合う機会を作るものとして，開催意義

は，自分たちが何をもって科学的であると論拠をつ

があると確信しました．11 月の第 2 回合同セミナー

け，何をもって正しいと考えるのか，をお互い明確に

開催に向けて，すでに準備が始まっています．開催時

してその根本の融合を試みることが大切だと考えまし

には改めて ML などで告知しますので，皆様ぜひいら

た．
こんな簡単なことに気付かなかったのは私だけかも

してください．
第 1 回 3 若手合同セミナーは下記のスタッフの協力

しれません．しかし実際のところ，融合の試みが対

の下に行うことができました．心より感謝申し上げま

立，そして破綻にいたるケースは意外と多いように感

す（50 音順，敬称略）．

じます．破綻の一因として，研究を遂行する上で自分

馬谷千恵，小川雄太郎，杉浦綾香，横山貴央（以

が何を科学的論証と信じているのかをそもそも自覚で

上，東京大学）
，吉田一也（青山学院大学）

きていないことが隠れている気がします．
今，私の中で，私個人はどのようなものを正しいと
判断しているのか，あるいは，生物物理という学問分

学問の融合のために必要なものは何か
今，合同セミナーを終えて新しい疑問が私の中に出

野はどのような論証過程をたどって正しいと判断する

てきました．異分野の研究者同士が知りあえば，それ

のか，について明確な答えを出せていません．若手の

がそのまま学問の融合につながるのでしょうか．確か

会で「
『正しい』とは何か」なんて哲学をするセミナー

に知らない技術の使い方を教え合ったり，数式や実験

を開くつもりはありません．一人でぼんやりと，こん

結果の解釈の仕方を学べたりはするでしょう．しかし

なテツガクを考えたりしています．
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シンガポールに赴任して
生活編
まず，暑い．シンガポールがかなり南にあることは
知っていたが，1 度という緯度（北緯）は手強い．し
かし，屋内は強烈に寒い．シンガポールの冷房は明ら
かにエネルギーの無駄遣いである．北緯 1 度では当然
だが，季節の変化がない．毎日が春分か秋分の日のよ
うなものである．一応，雨期と乾期があるそうだが，
あまり差はないように見える．雨はよく降る．気持ち
よく晴れていると思ったら，少し後に大雨が降ったり
する．まさにバケツをひっくり返したような雨の降り
方で，昔のテレビ番組（
「オレたちひょうきん族」の
懺悔室）が思い出されて笑えてくることがある．とに
かく風情はあまりない．しかし，仕事中を含め風情と
はほど遠い格好で（次頁写真参照）生活を送っている
筆者にとっては楽である．
シンガポールでの生活はなべて快適である．チュー
イングガム持ち込み禁止（もちろん販売もしていな
い），路上へのつば吐き・ゴミのポイ捨て禁止，麻薬
関係の犯罪は死刑，といった法律の運用（重罰）を背
景にしているのだろうが，治安はきわめてよい（らし
い）．日本人にとって食事は日本に較べると少々劣る
かもしれない．しかし，アメリカからシンガポールに
渡った筆者には，天国に思えた．日本食材料も簡単に
手に入るし，高級店のなだ万からなんちゃって和食店
までいろいろある（日本だと行列ができるようなラー
メン店が集まったところも最近できた）
．自動車は高
くて研究者には普通は手が出ない（サニーの新車が
700 万円以上するらしい）が，バス網が張りめぐらさ
れているしタクシーも格安なので，移動には困らな
い．そもそも筆者は大学敷地内の外国人教員専用ア
パートに住んでおり，ほとんど大学外へ出ない．ア
パートの家賃は高い．が，広い．筆者のアパートは約
170 m2 であるが，これくらいが家族用としては標準
のようである．メイドさん用の小部屋（シャワーとト
イレも）が各戸についているのは共働きの多いシンガ
ポールならではのことらしく，筆者のアパートにもあ
る（我が家では物置として利用）．筆者のように大学
の宿舎を提供されるケースは限られている．留学など
でシンガポールに滞在する場合，普通は HDB とよば
れる（日本の旧公団住宅のような）アパートか，コン
ドミニアムとよばれる高級アパートに住む．両者の違
いは広さではなく，
「贅沢さ」である．コンドミニア
ムには，通常，プール・ジム・スカッシュコート・テ
ニスコートがついていて，警備員が入り口にいる．こ
れらがなく，また，見た目に贅沢感がないのが HDB
である．シンガポールのコンドミニアムのようなユ
ニットを日本で借りたら家賃がどれくらいなのか，想

海 外 だより
〜北緯 1 度でメカノ研究〜

澤田泰宏
シンガポール国立大学
メカノバイオロジー研究所

整形外科医からメカノセンシング研究者へ
シンガポール国立大学（National University of Singapore = NUS）に赴任して 4 年半を超えた．2000 年 1 月
にニューヨークの コ ロ ン ビ ア 大 学 マ イ ク・ シー ツ
（Michael P. Sheetz）研へ留学し 2002 年 12 月に東大整形
外科助手（休職）を辞し，17 年間続けた手術大好き
整形外科医をひょっとして辞めるか，という展開に
なった．その後，2006 年 12 月に Cell 誌にメカノセンシ
ングに関する論文が掲載されたおかげで（?），2007 年
11 月に NUS で tenure-track の准教授として独立できた．
筆者は，医学部学生，さらには整形外科医であった
期間のどの一瞬においても，自分が基礎研究を生業と
するとは考えたことがなかった．それでも 6 年間の臨
床医生活の後，学位ほしさに大学院に入学した．すぐ
に，ドイツ（ミュンスター大学）に留学し，培養骨芽
細胞を 0.2-0.3%，単軸方向に伸展するという一見生理
的なメカニカルストレスの実験を行い，ただの 1 つの
positive data もないまま 2 年で帰国したあたりから一
般的な整形外科医のキャリアから外れた（今思えば，
である）
．ドイツからの帰国後，東京医科歯科大学野
田政樹教授のラボでの研究，大学院期間の終了，大宮
赤十字病院（現 さいたま赤十字病院）での臨床整形
外科への完全復帰（副部長）を経て，癌研究所生化学
部（宮園浩平部長，一條秀憲グループヘッド）にて，
メカニカルストレスにかかわる研究を再開した．
整形外科臨床は大好きであったが，基礎研究では，
自分が立てた仮説の検証が直ちに開始できること，自
分の眼の前の患者以外の役にも立てるかもしれないこ
と，他人と違うことをすることが奨励されること，に
魅力を感じていた．以来，細胞・細胞骨格・タンパク分
子を引っ張って，メカノセンシングを観察してきた．
E-mail: dbssy@nus.edu.sg または ys454-ind@umin.ac.jp
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5 つ認められた 100 億円規模の大型予算科学研究プロ
グラム（Research Centre of Excellence = RCE）の 1 つで
ある．ディレクターであるマイク・シーツをはじめ
20 人あまりの PI（principal investigator）
（兼任も多い）
，
60-70 人のポスドクやテクニシャン，60 人あまりの大
学院生，25 台の顕微鏡が，それこそ「よってたかっ
て」，メカノに取り組んでいる．メカノを攻めるため
には顕微鏡は必須のツールであり，名古屋大曽我部研
からポスドクとして参加してもらっている町山裕亮さ
んと平田宏聡さんにいろいろ教わりながら，10 人あ
まりのグループで研究を進めている（平田さんは正式
には筆者のラボではなく，MBI 内の他のグループの
所属）
．
MBI に限らず日本からシンガポールに来られる研
究者はやはりポスドクが多いが，中国系，インド系，
マレー系，それに欧米系と，さまざまなバックグラウ
ンドの人々が入り乱れた「何でもあり」状態に適応す
ることに少々手間取ることもあるようである．筆者
は，やはり「何でもあり」のニューヨークからシンガ
ポールに異動したので，そう驚くことはなかった．
が，トイレから出るときには手を洗ってほしい，とは
今でも思っている．トイレの後に限らず実験において
も，日本人の手は非常にきれいであることを再確認し
た．これは間違いなく世界に誇ることができる．
日本から大学院生としてシンガポールに来られた人
にはまだ会ったことがないので，全然いないか，いた
としてもごくわずかだと思う．こちらの大学院制度は
欧米と同じで，奨学金という名目で実質的な給料が貰
えるし（授業料も奨学金でカバーされる）
，実験・研
究だけでなく，授業・教育にもかなり重きが置かれ
る．ポスドクではなく大学院（あるいは学部学生）で
のシンガポール留学もよいのではないかと思う．

研究所内エレベーター前のスペースで，しばしばパーティー
が行われる（左から 5，8，10 人目が，それぞれ筆者，平田
さん，町山さん）．

像がつかない．
シンガポールでスポーツはそうはさかんではないよ
うであるが，市民レベルのスポーツ環境は少なくとも
東京よりははるかに恵まれているように見える（ただ
し，ウィンタースポーツは存在しない）
．筆者は日本
でもアメリカでもスカッシュを競技レベルでプレーし
てきた．シンガポールでも週に 2 回（週末）大学内の
コートでスカッシュをしている（ほぼタダ）
．あと，
週に 2 回，朝 7 時から大学内のコートでテニスをして，
残り 3 日は，朝，やはり大学内にあるジムとプールへ
行く．つまり，毎日何かしらスポーツをしている．風
情に乏しいのと引き換えだが，1 年中同じようにス
ポーツを継続できることは，体を動かさないと脳が膿
んでくるような気がする筆者にはかなりありがたい．
研究編
シンガポールというと，近年，生命科学に力を注い
でいることが日本でも知られている．京都大の伊藤嘉
明教授がラボごと移動したり，NHK の番組で紹介さ
れたり，ということによるのであろう．間違った報道
ではないが，少々誇張されているところもあるよう
だ．Nature, Cell, Science に載って当たり前などという
ことはなく，これらの major journals に論文が掲載さ
れれば，それなりのニュースになる．
シンガポールでは，科学研究がさかんになってから
比較的日が浅いことも関係して，研究サポートのシス
テムが頻繁に変更される．また，私が赴任した当時に
較べ，グラント採択率が低下してきている．どうやら
NIH 式の広く浅くではなく数カ所に重点的に大きな
予算を落とす方針（日本式？）に変わってきたようで
あ る． 筆 者 が 属 す る メ カ ノ バ イ オ ロ ジ ー 研 究 所
（Mechanobiology Institute = MBI）は，シンガポールで

メカノバイオロジーからメカノメディスンへ
MBI の「何でもメカノ」という環境は，メカノバ
イオロジー研究者には恵まれている．物性が異なる基
質の上で細胞を培養したり，細胞が産生する力を測っ
たり，原子間力顕微鏡や磁力でタンパク質を引っ張っ
たり，といった一般的には特殊と見なされる技術が，
ここでは容易に利用できる．super-resolution など最新
の機能を備えた顕微鏡が次々に導入される．しかし，
マウスなど実験動物へのアクセスが MBI には乏しい．
筆者は，特に最近，メカノセンシング研究を医学研究
に活かしたいと考えており，マウスを用いたメカノ実
験を行うべく，日本で研究室を立ち上げたところであ
る（名戸ヶ谷病院ロコモティブシンドローム研究所メ
カノメディスン部門）
．
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本学会公告

（50 音順）

選挙管理委員会報告

日本生物物理学会では平成 25 年度次期会長および

秋山

修志（分子研）

平成 25・26 年度学会委員の正会員による選挙を 7 月

石渡

信一（早稲田大）岩佐

達郎（室蘭工大）

1 日締切で行い，7 月 2 日に開票いたしました．

上田

太郎（産総研）

加藤

晃一（統合バイオ）

北尾

彰朗（東大）

木寺

詔紀（横浜市大）

木下

賢吾（東北大）

小嶋

誠司（名大）

芳則（京大）

1. 平成 25 年度次期会長の選挙結果について

有坂

文雄（東工大）

七田芳則氏が次期会長として選出されました．次期

七田

須藤

雄気（名大）

会長は平成 26・27 年度の会長となります．開票結果

高橋

聡（東北大）

寺北

明久（大阪市大）

は以下の通りです．

徳永万喜洋（東工大）

豊島

陽子（東大）

七田芳則

239 票

永井

健治（阪大）

中迫

雅由（慶応大）

原田慶恵

113 票

中村

春木（阪大）

西坂

崇之（学習院大）

99 票

根岸

瑠美（東工大）

林

樋口

秀男（東大）

宮田

真人（大阪市大）

村上

緑（名大）

倭

剛久（名大）

由良

敬（お茶大）

由良

敬

2. 平成 25・26 年度委員の選挙結果について

委員選挙の最高得票は 89 票，最低当選得票は 45 票，

久美子（東北大）

日本生物物理学会

次点が 43 票でした．
最下位が同点であったため，選挙公告（52 巻 3 号）
に従い，抽選により順位を決定し，次の 27 名の方が

会長

難波

啓一

選挙管理委員長

南野

徹

選出されました．なお，中迫雅由氏と根岸瑠美氏は難
波啓一会長指名（細則第五章十八条）の委員です．

編
集
後
記

先日，某ジャーナルから論文（Letter）をダウン
ロードしてみると，本文が 2 ページだけなのに対
し，supplement が分厚過ぎ，ホッチキスの針が通
りませんでした．今や冊子体ならぬ電子媒体がかな
りの量を占めています．また，あちこちの学会で，
学会誌の製本や郵送のコスト削減のために，冊子体
を止めて電子媒体だけに移る傾向が見られます．
いったい，どちらがよいのでしょうか？
まず，電子化の利点について考えてみました．
1）木材資源を節約できる．いつも会議で出席者お
のおのに配られる 1 cm 厚さのコピーを見ながら，
自然破壊の罪に悩まされます．2）高速検索ができ
る．3）本箱を空にできる．では，欠点は何でしょ
うか？ それには，数千年後の地球を連想してみま
しょう．冊子体は，埃だらけにはなっているかもし
れませんが，保存状態によっては，未来人は 21 世
紀初頭の果実を古文書として研究してくれるでしょ
う．しかし，ハードディスクはその頃には確実に壊
れていますし，たとえ原形を留めていても，それを
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読み取る機械がないでしょう（ベータや MO に映画
や画像を保存して泣いた方はおられないでしょう
か？ LP-レコードは残っていませんか？）．また，
PDF といったフォーマットは数千年後でも果たして
存在するのでしょうか？
役に立つ情報を確実に後生に伝えていくために
は，新しいフォーマットに変換しつつ，新しいメ
ディアに次々とコピーしていく必要があるようで
す．しかし，それには多大な手間と，それだけの大
容量を記憶できる装置を維持するための資金が必要
になり，その手間と資金は，データが蓄積するにし
たがって，どんどん雪達磨式に増えていくはずで
す．すでに，或る有名なデータベースを維持するた
めの資金援助が途絶えるかもしれず，存続の危機に
晒されているようなニュースも聞きます．
情報量が多くなるにつれ，私たちは，実は逆に未
来へ残すべき歴史をどんどん失っているのかもしれ
ません．
（T. I.）
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