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これまでの巻頭言で最も印象に残っているのは，1996 年 11 月
25 日に発行された 36 巻 6 号に当時東京大学大学院理学研究科教
授の神谷律先生が執筆された「小さくてもキラリと光る仕事を」
である．ずいぶん以前に神谷先生にこの言葉について，
「私のま
さしくめざしているものです」と話したことを覚えている．私は
そのときまで，この言葉は神谷先生ご自身のものであると思って
いた．しかし，神谷先生が「僕の言葉ではない」とおっしゃった
ことも記憶していた．今回，巻頭言の執筆を依頼され，気になっ
ていたこの巻頭言を検索して探してみた．なんと便利な時代であ
ろうか，16 年前のこの巻頭言もきちんと PDF 化されており，あ
らためて読み直すことができた．「小さくてもキラリと光る仕事
を」は，1994 年に亡くなられた横浜市立大学教授の藤目智先生
が常々研究室の学生さんにおっしゃっていた言葉だそうだ．神谷
先生も「追悼会で聞いて以来，気にかかっている．自分がめざす
べきことをあらためて教えられたような気がするからだ」と書か

「小さくてもキラリ
と光る仕事を」
再考
巻／頭／言

れている．この場合

大きさ

は，仕事の規模，使った研究費や

かかわった研究者の数だけでなく，社会的重要性，すぐに役に立
ちそうな仕事かどうかなどにかかわることを意味していると思
う．はじめから

小さな

仕事をめざしているというと，おしか

りを受けるかもしれない．もちろん，優秀な研究者はぜひ
くてきらきら光る仕事

大き

をめざしてほしい．しかし，大きな仕事

と小さな仕事は質的に根本的な差がある．下村脩先生は緑色蛍光
タンパク質（GFP）の発見の功績によって 2008 年ノーベル化学
賞を受賞されたが，これこそがまさしく私の思うところの

小さ

くてもキラリと光る仕事 （決してしゃれではない）である．発
見当時は 40 年後に GFP がこのように蛍光標識物質として広く普
及していることは，だれも想像できなかったであろう．すべての
研究者がその時代にすぐに役立つ研究ばかりをめざしたら，GFP
の発見のような研究はなされない．研究者が自分の興味やおもし
ろいと思う心に従って独創的研究を行うことが，非常に重要であ
る．神谷先生もおっしゃっているが，生物物理は独創性を発揮す
るのに絶好の学問分野である．また，流行に惑わされず，地道な
研究を続けていくことができる雰囲気がある．というわけで，ど
こまでできるかはわからないが，これからも
と光る仕事

をめざしたいと思う．

原田慶恵，Yoshie HARADA
京都大学物質―細胞統合システム拠点，教授
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小胞体カルシウムチャネルファミリーの作動原理
―共通性と特異性―
榎本匡宏1，石山 昇1，Min-Duk SEO2，Fernando J. AMADOR1，
Peter B. STATHOPULOS1，伊倉光彦1
1

Ontario Cancer Institute and Department of Medical Biophysics, University of Toronto

2

College of Pharmacy, Ajou University

Calcium (Ca2+) release from the sarco/endoplasmic reticulum stores generates vital regulatory signals in eukaryotes. The
two major groups of Ca2+ release channels include the ubiquitously expressed inositol 1,4,5-trisphosphate receptors
(IP3Rs) and the ryanodine receptors (RyRs). This review focuses on recently reported structural ﬁndings on the Nterminal regions of IP3Rs and RyRs and their arrangement into full-length tetrameric channels, revealing remarkable
mechanistic homologies in Ca2+-release function. Additionally, we discuss genomic analyses identifying this class of Ca2+
release channels in unicellular organisms and the implications of these data in understanding the molecular evolution of
these fundamental receptors in nature.
ER Ca2+ channel / Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor / Ryanodine receptor / X-ray crystallography / Cryo-electron
microscopy / Molecular evolution

1.

の放出で，2 つの主要な Ca2+ チャネル（イノシトール

細胞内の Ca2+ 濃度調節を司る分子たち

三リン酸（IP3）受容体（IP3R）とリアノジン受容体
−7

2+

細胞内のカルシウムイオン（Ca ）濃度（約 10 M）

（RyR））により制御される．近年，この 2 つの小胞体

−3

2+

は細胞外の Ca 濃度（約 10 M）の約 1 万分の 1 と

Ca2+ チャネルの構造機能相関に関する目覚ましい研究

非常に低く保たれている．生物は細胞外からの刺激に

成果が得られた．本稿では，この 2 つの小胞体 Ca2+

応じて細胞内の Ca2+ 濃度を一過的に上昇させること

チャネルの共通性と特異性について議論する．

により，細胞内の情報伝達系を活性化する．この Ca

2+

シグナルの精密な制御によって，多岐にわたる細胞応

2.

IP3R と RyR のドメイン構造と分子進化

答，たとえば，神経の興奮，筋収縮，細胞分裂，細胞
1), 2)

2+

．細胞内の Ca 濃度を調

IP3R は単量体あたり約 2,700 アミノ酸からなり 4 量

節する多くの分子は「Ca シグナルツールキット」と

体を形成して機能する巨大分子である 3)．RyR はさら

死，転写などを誘導する

2+

1), 2)

2+

．細胞内の Ca を低濃度に維持するため

に大きく（単量体あたり約 5,000 アミノ酸），同様に

に働いているのが，細胞膜上の Na+-Ca2+- イオン交換

4 量体を形成する 4)．分子量の顕著な違いにもかかわ

体，Ca2+-ATPase， 小 胞 体・ 筋 小 胞 体 膜 上 の Ca2+-

らず，2 つの Ca2+ チャネルは類似したドメイン構造を

ATPase，ミトコンドリア内膜上の Ca2+- 輸送体，そし

もっている（図 1a）
．どちらも C 末端側に Ca2+ の通

よばれる

2+

2+

て細胞質中に存在し Ca と強く結合する Ca 結合タ

り道であるチャネル孔を形成する膜貫通領域があり，

2+

ンパク質である．一方，一過的な細胞内の Ca 濃度

N 末端側には，チャネルの開閉を制御するのに重要な

上昇は 2 つの機構により引き起こされる．1 つが細胞

構造を有している．そして，非常に大きな領域（調節

2+

膜上にある Ca チャネルを通じた細胞外から細胞内

領域とよばれる）がその両者に挟まれる形で細胞質側

への Ca2+ の流入で，活性化機構の違いから細胞膜上

に露出している．

2+

の Ca チャネルは，電位作動性，受容体作動性，ス

IP3R と RyR の機能的な共通性は，共に Ca2+ 自身が

トア作動性の 3 つに大別される．2 つ目の機構は細胞

Ca2+ 放出を促す，Ca2+-induced Ca2+-release（CICR）とよ

2+

2+

ばれる性質にある 5)．RyR は低濃度（~nM）のリアノ

内の Ca 貯蔵庫である小胞体・筋小胞体からの Ca

Themes and Variations in Endoplasmic Reticulum Calcium Release Channels: Structure and Function
Masahiro ENOMOTO1, Noboru ISHIYAMA1, Min-Duk SEO2, Fernando J. AMADOR1, Peter B. STATHOPULOS1 and Mitsuhiko IKURA1
1
Ontario Cancer Institute and Department of Medical Biophysics, University of Toronto
2
College of Pharmacy, Ajou University
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3.

IP3R の N 末端領域の結晶構造
細胞質側に露出している脊椎動物の IP3R の N 末端
側領域は，2 つの機能ドメイン，サプレッサードメイン
（SD）と IP3 結合ドメイン（IBC）から構成される．最初
に決定された N 末端領域の結晶構造は 1 型 IP3R の IBC
（224-604 残基）である（図 2a，PDB ID:1N4K）13)．IBC
は 2 つのサブドメイン，β-ドメイン（IBC-β）と α-ドメ
イン（IBC-α）をもつ．IBC-β（224-436 残基）は 12 の
β-ストランドからなる β-トレフォイル（三つ葉形）構
造と 2 つの α-ヘリックスを取っている．一方，IBC-α
（437-604 残基）は 8 つの α-ヘリックスからなるアル
マジロリピート構造を取っている．IBC 全体は互いに
ほぼ直角をなすように蝶番のような L 字型の構造を
取り，その凹みにある塩基性のアミノ酸が 3 つのリン

図1
（a）IP3R と RyR のドメイン構造．数字はそれぞれラット IP3R1 とラ
ビット RyR1 のアミノ酸残基を表す．（b）真核生物の IP3R, RyR の
分子系統関係を示す最尤系統樹．多重配列アラインメントは
MAFFT を用いて行った．Gblocks 0.91b を用いて信頼性の低い領
域とギャップを除外し，MEGA 5.0 を用いて最尤推定を行った．
文献 31 の図を改変．

酸基を有する IP3 との結合部位を構成する．SD の結
晶 構 造 は こ れ ま で に 1 型（1-223 残 基） お よ び 3 型
（1-224 残基）IP3R で決定されており，両者の構造はほ
ぼ同一である（図 2b，PDB ID:1XZZ, 3JRR）14), 15)．SD は
ハンマーのような構造を取っており，12 の β-ストラ
ンドからなる “Head” ドメインとヘリックス―ターン―
ヘリックスからなる “Arm” ドメインからなる．また，

ジンで活性が促進され，高濃度（~mM）のリアノジ
ンで活性が抑制されるが，Ca 自身がチャネル開口の

“Head” ドメインは IBC-β と類似した β-トレフォイル

トリガーである．また，IP3R は IP3 がチャネル開口に

構造を取っている．

2+

必須ではあるが，チャネルの開口が Ca2+ 濃度により

IBC は IP3 結合に必要な最小ドメインであり，IP3 と

釣鐘型に制御される ことから，本質的には RyR と

非常に強く結合する（Kd ≅ 2.3 nM）
．特筆すべきは，

同様に CICR チャネルであると考えられてきた．

SD を含む N 末端領域全体は約 20 倍も IP3 との結合が

6)

このような IP3R と RyR の構造および機能の類似性

弱 い こ と で あ る（Kd ≅ 45 nM）
． こ の こ と は，SD が

から進化的に共通な祖先分子の存在が想起される．こ

IP3 結合を抑制していることを示している．さらに興

れまでに多細胞無脊椎動物に関しては Caenorhabditis

味深いことに，SD を欠いた IP3R はチャネル活性を失

elegans において，それぞれと相同な遺伝子が同定さ

うことから，
「IP3 結合による N 末端領域の局所的な

れ，その機能も確かめられている 7)-9)．一方，さらに

構造変化が SD を介してアロステリックにチャネル孔

進化的に古い単細胞真核生物では，過去数十年にわ

周辺に伝わり，チャネルの開口が起こる」と予想され

2+

たって Ca シグナルツールキットの遺伝子が同定さ

てきた．そこで，IP3R の活性化機構を解明するため

れてきたにもかかわらず，IP3R と RyR については，

には，N 末端領域全体の構造を決定し，SD と IBC の

2+

最近のゲノム解析により小胞体 Ca チャネルのホモ

位置関係や IP3 結合によるその変化を明らかにするこ

ログであると推定されるものが報告されているのみ

と，そして N 末端領域が全体の立体構造のどこに位

で，その機能および構造解析はほとんど行われていな

置するのかを解明することが重要であった．

い 10)-12)．図 1b に示したのは真核生物の代表的な IP3R

ごく最近になって IP3R の N 末端領域全体の結晶構

と RyR の分子系統樹である．この系統樹から単細胞

造がついに決定された．最初に IBC の結晶構造が解

真核生物である Trypanosoma と Leishmania の IP3R/RyR

かれてから実に 10 年越しの成果であった．Lin らは

ホモログは，真核生物において IP3R と RyR が別れる

IP3 に結合していない状態（アポ）と IP3 に結合した状

以前に分岐したことが示唆される．したがって，これ

態（ホロ）の構造を IP3 存在下で成長した 1 つの結晶

らのホモログは真核生物の IP3R と RyR の共通祖先分

から 3.8 Å の分解能で決定した（PDB ID:3T8S）16)．ま

子である可能性が考えられる．

た，ほぼ同時期に極低温電子顕微鏡画像を基に構築さ
れた高分解能（約 10 Å）の IP3R 全長の 3 次元構造が

267
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報告された 17)．その後，より高分解能のアポ（3.0 Å，

ID:3HSM, 3ILA, 3IM5) 19), 20)．1 型および 2 型 RyR の遺

PDB ID:3UJ4）およびホロ（3.6 Å，PDB ID:3UJ0）の

伝性の変異は，悪性高熱症，中心コア病，カテコラミ

構造を，それぞれの条件下で成長した結晶からわれわ

ン感受性多形性心室頻拍，不整脈源性右室異形成症な

18)

れは決定した ．構造決定された N 末端領域を構成

どの筋収縮に異常を来す病気と関係することが知られ

する個々の SD と IBC の構造は，過去に決定されてい

ている 21)-24)．これらの最初に決定された構造から，

たそれぞれの構造ときわめて類似していた．しかしな

病気に関連した変異が，8 番目と 9 番目の β- ストラ

がら，今回の知見は SD と IBC の位置関係を明らかに

ンドをつないでいるループ内およびその周辺に集まっ

し，また，IP3R 全長の 3 次元構造に結晶構造をドッ

ていることが明らかになり，このループはホットス

キングすることで，4 量体形成の構造基盤に関する手

ポット（HS）ループと名付けられた．これらの変異

がかりを得た．これらの知見は IP3R の活性化機構の

が RyR の N 末端領域の構造異常を引き起こすことが

研究に大きな前進をもたらした．図 2c に示したよう

当然予想されたが，X 線結晶構造解析や核磁気共鳴

に，SD，IBC-β，IBC-α は 三 角 形 の 構 造 を 取 り，SD

（NMR）装置を用いた構造解析からは，野生型と変異

は IP3 結合部位のちょうど反対側に位置している．こ

体の間に有意な構造の違いは見いだされなかった．ま

のことは，SD が IBC への IP3 結合を IP3 と競合して阻

た，その他の生物物理学的な手法を用いても構造の安

害するのではなく，アロステリックに抑制することを

定性に違いは認められなかった．これらの結果から，

示唆している．SD は IBC-β，IBC-α それぞれとおも

RyR の遺伝性の変異は 4 量体形成にかかわるサブユ

に 疎 水 性 相 互 作 用 に よ り 結 合 し，2 つ の イ ン タ ー

ニット間の相互作用や，RyR に結合し活性を調節する

フェースを形成している（β-インターフェース，α-イ

分子との相互作用を乱すことが示唆された．

ンターフェース）
．α-インターフェースの形成に寄与

その後，より大きな 1-559 残基の結晶構造が決定さ

する 33 番目の Val を Lys に置換すると，SD の IP3 結

れ（PDB ID:2XOA），遺伝性の変異が RyR の構造，機

合抑制効果が見られなくなり，また，この変異導入に

能に与える影響について新たな知見が得られた 25)．こ

よりチャネル活性が有意に減少することが実験的に報

の領域は，A，B，C ドメインと名付けられた 3 つの

告されているが，このことは，α-インターフェースの

ドメインから構成されている（図 3a）
．A，B ドメイ

機能的な重要性を示している．また，SD 内にある

ンが β-トレフォイル構造を取るのに対して，C ドメ

167 番目の Tyr を Ala に置換した変異体はチャネル活

インは 5 つのヘッリクスの束を形成している．それぞ

性をほぼ完全に失うことが報告されている．この残基

れのドメインはおもに疎水性相互作用により互いに結

は SD の “Head” ドメインの表面に露出されたループ

合している．また，極低温電子顕微鏡画像を基に構築

上にあり，SD と IBC 間のインターフェースとは反対

された RyR 全長の 3 次元構造に N 末端領域の結晶構

側に位置していることがわかった．

造をドッキングすることにより，4 量体内で隣接する

IP3 結合により起こる最も顕著な構造変化は，IBC-β

サブユニット間のインターフェースは A ドメインと B

と IBC-α の間で形成される蝶番の角度の減少で，結

ドメインの間で形成されるというモデルが提唱された

果 的 に IP3 の 結 合 す る 凹 み を 狭 め る よ う に 働 く

（詳細は後述）
．A ドメイン内の HS ループと B ドメイ

（図 2c）
．IP3 結合により SD と IBC-β の間の距離はわ

ン内のフレキシブルな 2 つのループが，このサブユ

ずかに広がるが，SD と IBC-α の間の相互作用は IP3

ニット間インターフェースを構成する．興味深いこと

結合後も保持されるため，結果的に SD は IBC に向

に 56 個の病気に関連する変異が ABC ドメイン上に

かって約 9° ねじれる．この IP3 結合による N 末端領域

マッピングされ，その大部分が 3 つのドメイン間のイ

の構造変化は，最終的に 167 番目の Tyr が位置する機

ンターフェース上，あるいは 4 量体を形成するサブユ

能的に重要なループを動かすことにつながり，この動

ニット間のインターフェース上に分布することがわ

きがチャネル孔を形成する膜貫通領域と共役してチャ

かった（図 3a）．最も多い 19 個の変異が集積するの

ネルが活性化するというモデルが提唱された（図 2d）
．

が 4 量体内で隣接するサブユニット間のインター
フェースで，2 番目に多く変異が集まっているのが，
A ドメインと C ドメインの間のインターフェースで

4.

RyR の N 末端領域の結晶構造

ある．さらに，いくつかの変異は A ドメインと膜貫

RyR の N 末端領域の最初の結晶構造は，1 型および

通領域に向かって伸びている電子密度の柱との間のイ

2 型 RyR の 1-205 残基で決定された 12 の β-ストラン

ンターフェースに分布している．このようにサブユ

ドと 1 つの α-ヘッリクスからなる構造である（PDB

ニット内あるいはサブユニット間のインターフェース
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上に機能異常を来す変異が集積していることは，RyR

（図 4）
．それぞれの N 末端領域はきわめて類似した

のチャネル活性が個々のドメイン間やサブユニット間

4 回対称性の 4 量体リングを形成しており，IP3R の機

の動きを通じてアロステリックに制御されていること

能に重要な SD 内のループとそれに相同な RyR の HS

を示唆している．

ループは，どちらもサブユニット間のインターフェー
スに位置している．これまでに明らかにされているこ
れらのループの機能的な重要性と合わせて考えると，

5.

IP3R と RyR の構造的，機能的類似性

「IP3R と RyR の N 末端領域は 4 量体の配置を変化さ

IP3R の N 末端領域と RyR の ABC ドメインはアミノ

せることでアロステリックにチャネルの開閉を制御す

酸配列の同一性，類似性がそれぞれ 17，37% と低い

る」という共通の作動原理が想定される．実際，IP3R

にもかかわらず，その結晶構造はきわめて類似してい

の SD を RyR の A ドメインと交換したキメラ受容体

る こ と が 両 者 の 構 造 を 比 較 す る こ と で わ か っ た．

が IP3 の結合により Ca2+ 放出活性を示すこと，さらに，

図 3b は 両 者 の 構 造 を 重 ね 合 わ せ た も の で あ る が，

IP3R の膜貫通領域を RyR の膜貫通領域と入れ替えた

IP3R の機能的に重要な SD 内のループと RyR の HS ルー

キメラ受容体も活性を保持していることが，実験的に

プ は 構 造 的 に 相 同 で あ る． さ ら に，IP3R の SD と

も証明されている 18)．

IBC-α の間の α-インターフェースを安定化している塩
橋は，RyR の A ドメインと C ドメインの間のインター

6.
おわりに

フェースにおいても保存されている．
2+

極低温電子顕微 鏡 画 像 を 基 に 構 築 さ れ た 最近 の

生物の細胞内 Ca 情報伝達系の万能性は，それを

IP3R，RyR の 3 次元構造から，4 量体内でのそれぞれの

構成する Ca2+ シグナルツールキットの多様性によっ

N 末端領域の配置にも類似性が見られることが明らか

て獲得されてきた．IP3R と RyR はその中でも中心的

になった．近年，いくつかの研究グループが極低温電

な役割を果たす分子であるが，これらの小胞体 Ca2+

子顕微鏡を用いて約 10 Å レベルの分解能での IP3R，

チャネルが単細胞の真核生物からヒトまで保存されて

．図 4

いることは，Ca2+ を貯蔵する細胞内のオルガネラから

にチャネル孔が閉じた状態の IP3R と RyR の 3 次元構

の Ca2+ 放出が，すべての真核生物の生命の根幹にか

造を示す．IP3R の 4 量体は 4 回対称軸をもったマッ

かわる細胞機能であることを物語っている．そして，

シュルームのような形をしている（図 4a, b, c）．細胞

高等な脊椎動物で見られる Ca2+ シグナルツールキッ

質側に露出している領域（細胞質領域）は，膜貫通領

トの多様性は，それぞれの生物種がおのおのの生存戦

域の上に載っているが，その間にはいくつかの窓のよ

略に合わせてそのシステムを進化させてきた結果であ

うな隙間が観察された．細胞質領域の外側は比較的強

るとも考えられる．

RyR 全長の 4 量体構造の決定に成功した

17), 26)-29)

固な構造を取っているのに対し，内側は構造的にフレ

本解説で述べてきたように，近年の IP3R と RyR の

キシブルであることがわかった．このことは，IP3R

構造機能相関の研究の目覚ましい進展により，1 サブ

の閉じている状態が複数のコンフォメーションを取る

ユニットあたり約 250 kDa の大きさの違いがある 2 つ

ことを示唆している．一方，RyR の閉じた構造も 4 回

の小胞体 Ca2+ チャネルが，驚くほど類似した構造と

対称性で，非常に大きな細胞質領域が小さな膜貫通領

活性化機構を有することが明らかになった．しかしな

域に載っている形をしている（図 4d, e, f）．IP3R との

がら，われわれはまだ巨大分子のほんの一部分の構造

相違点は，RyR の細胞質領域は IP3R に見られるよう

を決定したに過ぎず，小胞体 Ca2+ チャネルの作動原理

な中心プラグをもたないことである．一方，両者の膜

の研究には，いまだ未解明の課題が多く残されている．

+

貫通領域はどちらも K チャネルのチャネル孔周辺の

最大の課題は，チャネル孔を形成する膜貫通領域や N

構造とよく似ている．さらに，RyR ではチャネル孔が

末端領域以外の細胞質領域の構造を高分解能で決定

開いた状態の 3 次元構造も報告されており，チャネル

し，リガンド結合により引き起こされるアロステリッ

の開口に伴って膜貫通領域がねじれるような動きをす

クな構造変化を解き明かすことである．また，真核生

ること，細胞質領域全体が大きく構造変化することが

物の進化の過程で保存されてきた小胞体 Ca2+ チャネル

明らかにされている 30)．

の作動原理の基礎を理解するためにも，単細胞真核生

これらの 3 次元構造に IP3R，RyR の N 末端領域の結

物のゲノム解析により見つかった小胞体 Ca2+ チャネル

晶構造をドッキングすることにより，これらの領域が

のホモログの構造機能相関の研究が今後注目されるで

細胞質領域の頂上付近に位置することが示された 18), 25)

あろう．最終的には，生きた細胞の中での小胞体 Ca2+
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図2
（a）IP3 と結合した IBC の結晶構造．IBC-β（緑），IBC-α（橙），IP3
結合部位（赤）のリボンダイアグラムと表面表示．（b）IP3R1 の
SD（青）と IP3R3 の SD（茶）の結晶構造のリボンダイアグラムの
重 ね 合 わ せ．（c）IP3R の ア ポ N 末 端 領 域（IBC-β：赤，IBC-α：緑，
SD：青），IBC-α（橙）と IP3 と結合した N 末端領域（グレー）のリ
ボンダイアグラムの重ね合わせ．アポとホロの構造は IBC-β が重
なり合うように並んでいる．（d）IP3 結合により誘導される構造変
化と SD とチャネル開口の共役を示す概念図．チャネル開口に重
要な SD 内のループを赤，IP3 を紫，膜貫通領域をグレーで示す．
文献 31 の図を改変．

図4
IP3R (a-c, EMDB code 5278) と RyR (d-f, EMDB code 1275) の閉じた
状態の 3 次元構造．（a, d）上面図，（b, e）側面図，（c, f）4 回対
称軸に沿った断面図（断面を濃いグレーで示す）．小胞体内腔側の
Ca2+ の通り道であるチャネル孔を矢じりで，IP3R の中心プラグ（P）
と窓のような隙間（W）を矢印で示す．点線は小胞体 2 重膜を表
す．ドッキングした IP3R と RyR の N 末端領域の結晶構造をリボン
ダイアグラムで示す（SD, A ドメイン：青，IBC-β, B ドメイン：緑，
IBC-α, C ドメイン：赤）．文献 31 の図を改変．

図3
（a）RyR の ABC ドメインの結晶構造．病気に関連した遺伝性の変
異の位置を赤で示す．このうち塩橋の形成に重要な変異の位置を
＊で示す．HS ループは橙で示す．（b）IP3R のアポ N 末端領域（青，
赤，緑）と RyR の ABC ドメイン（黄）の比較．IBC-β と B ドメイ
ンを重ね合わせている．その結果，ドメインの相対配置として
IBC-α（緑）と C ドメインが対応し，SD（青）と A ドメインが対
応した．赤い点線の四角は，IP3R のチャネル開口に重要な SD 内
のループと RyR の HS ループをハイライトしたもので，両者で保
存されている残基を右上のボックスに示す（IP3R：黒字，RyR：赤
字）．黒い点線の四角は IP3R の α-インターフェースと RyR の A-C
ドメイン間のインターフェースをハイライトしたもので，保存さ
れている塩橋を右下のボックスに示す．文献 31 の図を改変．
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チャネルの振る舞いを理解することが重要であり，
「IP3R や RyR の活性を調節する多くの結合分子が，ど
のような機構で活性を調整するのか？」ということを
解明することもこの分野における 1 つのゴールである．
われわれは，今後も構造生物学的アプローチを通じて
Ca2+ シグナルツールキットが多様な細胞機能を適材適
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解説

中心子のマジックナンバー「9」の決定機構
廣野雅文

東京大学大学院理学系研究科

Centrioles are cell organelles consisting of nine triplet microtubules arranged in rotational symmetry. This structure is
highly conserved among various eukaryotic organisms and serves as the template for the “9 + 2” or “9 + 0” structures of
ciliary axonemes. How this nine-fold symmetrical structure forms is a long-standing question. Recently, genetic approaches using Chlamydomonas revealed that the cartwheel, a sub-centriolar structure with a hub and nine spokes, plays
a pivotal role in the establishment of nine-fold symmetry, and that a protein called SAS-6 is a key component of the
cartwheel assembly. This review summarizes the Chlamydomonas studies and recent advances in the understanding the
SAS-6 function.
Centriole / basal body / ciliary axoneme / Chlamydomonas / SAS-6 / Bld10p

進化の過程でなぜ厳密に保存されてきたのかは，まっ

1.
はじめに

たくわかっていない．軸糸の運動能と関係があるとい

中心子（centriole）は，真核細胞の微小管構造の形

う考えもあるが，軸糸が波動運動をする上で周辺微小

成に，まさに中心的な役割を担う細胞小器官である．

管が 9 本でなければならない合理的な理由は見つかっ

微小管重合活性をもつマトリックスとともに中心体を

ていない．

構成して，紡錘体をはじめとする細胞内微小管細胞骨

また，「9」に決まる機構，つまり中心子の 9 回対称

格の形成に機能する．また，細胞が繊毛・鞭毛を形成
する場合には，細胞膜直下に移動してその形成基部と
しても機能する．このとき中心子は基部体または基底
小体（basal body）とよばれる．
典型的な中心子は，回転対称に配置した 9 本のトリ
プレット微小管を基本骨格とする，直径約 250 nm，
長さ約 400 nm の円筒状の構造である（図 1a）
．基部
体として機能する際は，この 9 回対称の形が鋳型と
なって，繊毛・鞭毛の内部構造（軸糸）の構造を規定
している．多くの軸糸は 2 本の微小管を 9 本の微小管
が取り囲んだ「9 + 2」とよばれる構造パターンをも
つ．また，繊毛・鞭毛には，運動性は示さずにセン
サーとして働くものもあって，それらの軸糸は中心の
微小管がない「9 + 0」構造になっている．いずれの
場合も，外周にある微小管（周辺微小管）は 9 本だが，
図1
中心子と繊毛軸糸の構造．（a）中心子の微小管骨格．トリプレッ
ト微小管が 9 回の回転対称に配置している．新しい中心子は既存
の中心子の側面に形成される．
（b）中心子と軸糸の縦断面（左）
と横断面（右）．中心子の移行帯近傍には，移行繊維がトリプレッ
トの外側に放射状に配置する（3）．中心子底部の内腔にはカート
ホイールがある（5）．

これは中心子のトリプレット微小管から伸長している
ためである（図 1b）．
「9」を基本とする中心子と軸糸のこの特徴的な構造
パターンは，クラミドモナスからヒトまで，ほとんど
の真核生物に保存されている．なぜ「9」で，それが

Mechanism for the Establishment of Nine-ness, the Magic Number of Centrioles
Masafumi HIRONO
Graduate School of Science, University of Tokyo
※図 6 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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性構造が構築される機構も大きな謎である．ゾウリム
シや気管上皮などの電子顕微鏡像を見ると，多数の中
心子が，ほとんど狂いなく 9 本の微小管をもっている
ことがわかる．複数の微小管からなる複雑な細胞構造
の形が，これほど厳密に規定される機構とはどのよう
なものなのか，最近までまったく手がかりがなかった．
われわれは中心子の構築機構に迫るため，数年前か
ら，クラミドモナスの突然変異株を用いた研究を進め
てきた．クラミドモナスは 2 本の鞭毛をもつ単細胞生

図2
中心子の構築過程．上段が縦断面，下段が横断面を示す．初期に
アモルファス環，カートホイールが出現し，中心子微小管はカー
トホイールのスポークの先端に形成される．その後，微小管が成
長して円筒状構造が完成する．

物で，典型的な構造の中心子をもつ．遺伝学的な手法が
適用できるすぐれたモデル生物であり，以前から，軸糸
構造の構築や運動の機構の研究に大きく貢献してきた．
われわれが新たに単離した中心子異常突然変異体の解
析と，その変異株が欠失しているタンパク質の X 線
結晶構造の解明により，中心子 9 回対称性構造の構築

される．しかし，ゾウリムシの中心子形成過程では，

機構について，その一端がはじめて明らかになった．

カートホイールよりも微小管の方が早く出現するとい

本稿ではこの機構に関する最近の知見を紹介したい．

う観察結果をもとに，この可能性を否定する報告もあ
る 2)．いずれにしても，これらの形態学的な知見をも
とにした議論には限界があり，カートホイールが中心

2.
中心子の構築過程

子構築に寄与しているのかどうかは不明であった．

まず，中心子の構築過程についての形態学的な知見

ちなみに，中心子形成の研究によく用いられる線虫

を概説する．この点については，いくつかの生物材料

では，カートホイールは観察されず，代わりにセント

を用いて詳細な研究が行われてきた．

ラルチューブという構造が中心子形成の前駆体として
機能する．線虫の中心子は，成熟後でもシングレット

繊毛上皮細胞の分化過程などの特殊な場合を除き，
新しい中心子が形成される場所は，既存の中心子の側

微小管から構成されること，直径がクラミドモナスや

面に限定されている（図 1a）
．そして，その形成が細

ヒトの中心子の半分程度しかないことなど，典型的な

胞周期ごとに 1 度だけ起こるように制御されることに

中心子とは異なる点がいくつかある．しかし，微小管

より，細胞内の中心子の数が一定に保たれている．こ

の本数は 9 本であり，おそらくその構築機構は他の生

の形成様式は鋳型依存的な自己複製とよばれることも

物の場合と共通する点が多いと推定される．

あるが，DNA の複製過程のように既存の構造から構
造的な情報が伝達されるわけではない．

3.
中心子構築に働く分子

最初に中心子側面に現れるのは，アモルファス環
（amorphous ring）またはgenerative disc とよばれる不定形

このように，形態学的には古くから多くの知見が積

構造で，そこにカートホイールという 9 回対称性の構

み重ねられてきたが，中心子形成にかかわる分子が同

．カートホイールは，中央のリン
造が出現する 1)（図 2）

定され始めたのは最近のことである．最初にこの同定

グから 9 本の繊維が放射状に配置した構造が重層した

に成功したのは，線虫を用いた研究である 3)．網羅的

構造で，リングと繊維はそれぞれハブとスポークとよ

な遺伝子機能阻害実験と突然変異体スクリーニングに

ばれる．中心子微小管は，まず単一の管状微小管（シン

よって，SPD-2，ZYG-1，SAS-4，SAS-5，SAS-6 という

グレット微小管）として各スポークの先端付近に出現

5 つのタンパク質が中心子形成の初期過程に必要であ

し，それがダブレット，トリプレットへと成長すると同

ることが明らかにされた．これらのうち ZYG-1 は，

時に長軸方向にも伸長して円筒構造が完成する（図 2）
．

線虫以外の生物にホモログが見つかっていないが，ヒ

この過程を見てわかることは，中心子構造の 9 回対

トの Plk4，ショウジョウバエの SAK と機能的に相同

称性は，形成の初期過程ですでに確立されていること

なタンパク質キナーゼだと考えられている．Plk4 と

である．また，中心子形成過程で最初に現れる 9 回対

SAK は過剰に発現させると中心子が過剰に形成される

称性構造はカートホイールであることから，これが中

ことから，構築機構の上流で働いて全過程を支配する

心子微小管形成の足場として働くのではないかと推察

機能をもつと考えられている．また，SAS-4 と SAS-6
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は他の生物にも広く保存されており，ヒト細胞を用い
た実験により重要性が確認されていた．しかし，これ
らのタンパク質の中心子構築における具体的な機能は
不明であった．

4.
カートホイールの足場機能

中心子構築の機構に迫るため，われわれは中心子構
造に異常をもつクラミドモナス突然変異株を用いた解
析を行ってきた．クラミドモナスでは鞭毛の構造や運
動性などに異常のあるさまざまな突然変異株が多数得
られている．われわれは，鞭毛の形成に異常をもつ変異
株の中には，中心子に異常をもつものが含まれると考
え，鞭毛の欠失により遊泳能を示さなくなった変異株
図3
Bld10p 断片の発現実験．
（a）bld10 に発現させた Bld10p の全長
（Full）と各種の断片（ΔN2, ΔN3, ΔC2）．bld10 の鞭毛形成能は Full
と ΔN2 ではほぼ完全に回復するが，ΔN3 と ΔC2 では部分的にし
か回復しない．（b）ΔN3 または ΔC2 発現株に見られる中心子の構
造．スポークの先端が細くなり，トリプレットと解離しているも
のが多数観察される．特に ΔC2 発現株では 8 回対称の中心子が高
頻度で観察される．（c）Bld10p 断片発現株のカートホイール・ス
ポークの長さ．スポークが短くなるにつれて 8 回対称中心子の出
現頻度が増加する．文献 5 の図を改変．

を多数単離して解析した．その結果，予想通りに，中心
子に異常をもつ変異株を複数単離することに成功した．
4.1

bld10 の解析

そのうちの 1 つ bld10 は，中心子を完全に欠失する
変異株である 4)．中心体の機能から予想されるとおり，
紡錘体形成にも異常があって増殖速度も低下している
が，なんとか細胞株として維持することができる．こ
の変異株が単離されたことによって，クラミドモナス
では中心子は生存に必須ではないことが明らかになっ

ふくらみ（pinhead）が細くなって，トリプレット微

た．細胞分裂の異常が発生途中の致死につながる多細

小管から解離している例が多く観察された（図 3b）
．

胞生物に対して，クラミドモナスのこの性質は中心子

これらの観察から，Bld10p は pinhead の構成タンパク

構築を遺伝学的に研究する上で大きな利点である．

質としてカートホイールとトリプレットとの結合に働
くと考えられる．

bld10 変異株は，アミノ酸配列の大部分がコイルド
コイルを形成すると予測される分子量 175 k のタンパ

さらに，C 末 35% を欠失させた Bld10p を発現する

ク質を欠失していた．このタンパク質（Bld10p）は哺

細胞では，8 本の 3 連微小管が環状に配置した，直径

乳動物の中心体タンパク質として同定されていた

の小さな中心子が高頻度で観察された（図 3b）
．この

Cep135 のホモログで，他の多くの真核生物にも保存

とき，ハブから伸長するスポークは 9 本のままで，そ

されている．Bld10p は，中心子構築に必須であるこ

の 長 さ が 野 生 型 の 約 76% に ま で 短 く な っ て い た

とに加え，カートホイールに局在するという点で，た

（図 3c）
．おそらく，カートホイールの円周が小さく
なったため，そこに 3 連微小管が 8 本しか配置するこ

いへん興味深いタンパク質である．

とができなくなったものと推察される．

われわれはその機能を探るため，構造の一部を削っ
たさまざまな Bld10p を bld10 変異株に発現させ，それ

それまで，カートホイールは形態学的に存在が知ら

．意外なことに，N
らの表現型を検討した （図 3a）

れているだけだったが，この bld10 の解析によって，

末 端 側 の 44%， ま た は C 末 端 側 の 23% を 欠 失 し た

中心子の 9 回対称性構築に重要な働きをしていること

Bld10p でも，bld10 変異株の鞭毛形成能の回復と正常

がはじめて実験的に示された．

5)

な中心子の形成に十分機能できることがわかった．欠
4.2 bld12 の解析

失させたこれらの部分は Bld10p の機能にとって必要
ではないらしい．ところが，少し欠失範囲を拡大し

もう 1 つの変異体 bld12 では，大部分の中心子が数

て，N 末 54% または C 末 35% を欠失させると，ごく

本のトリプレット微小管の連なりに分離しており，一

一部の細胞しか鞭毛を形成できなくなった．これらの

部の中心子だけが微小管が環状に配置した構造を維持

株の中心子では，カートホイールスポークの先端部の

していた 6)．もっとも興味深い点は，それらの環状構
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造を構成する微小管の数が 7 本から 11 本までゆらい

を残し，カートホイールの中央部分が欠落していた．

でいるということである．bld12 は培養条件によって

つまり，SAS-6 の局在と一致する部分が欠失していた

一部の細胞が鞭毛を形成するが，それらは周辺微小管

のである（図 4b）．このことから，SAS-6 はカートホ

の本数が 9 本のものばかりでなく，8 本，10 本，まれ

イールの中央部分の構成タンパク質として，中心子の

に 11 本のものが含まれていた（図 4a）
．この軸糸構

6)
9 回対称性の確立に働くことが明らかになった ．

造の異常は，中心子の微小管の本数異常を反映してい

ところで，線虫や哺乳動物細胞では SAS-6 が欠失す

るものと考えられる．中心子の 9 回対称性に異常をも

ると中心子が形成されなくなるのに対し 3)，クラミド

つこのような変異体が単離されたのは，すべての生物

モナスやゾウリムシでは対称性の異常な中心子が形成

を通してはじめてのことである．

される 6), 7)．なぜ生物種によってこのような違いが生

変異遺伝子の探索により，bld12 は，線虫で同定され

じるのかは不明だが，いずれにせよ，SAS-6 の機能が

ていた中心子タンパク質，SAS-6 のホモログ（Bld12p）

明らかになったのは，正常な中心子が欠失しても生存

を欠失していることが判明した．SAS-6 も，中心子をも

できるクラミドモナス変異株のおかげである．

つ多くの生物に広く保存されているタンパク質である．
中心子における SAS-6 の局在を免疫電子顕微鏡法に

4.3

よって調べたところ，Bld10p と同様にカートホイール

機構

に局在することが明らかになった（図 4b）
．ただし，

カートホイール依存的な中心子 9 回対称性の確立

それではなぜ SAS-6 が欠失すると中心子の 9 回対称

Bld10p はスポークの先端にあるが，SAS-6 はハブを含

性がゆらぐのであろうか．bld12 細胞における Bld10p

む中央付近に強く局在する．一方，bld12 の中心子構

の局在解析の結果などを考慮して，われわれは以下の

造を詳しく観察したところ，スポーク先端の pinhead

．
ようなモデルを提唱した 6)（図 5）
クラミドモナス突然変異株の解析と以前からの形態
学的な観察から，カートホイールは中心子形成の初期
に現れて，微小管形成の足場として働くと考えられ
る．SAS-6 はカートホイールの中央部を構成して 9 本
のスポークが放射状に配置するのに必要で，Bld10p
はスポークの先端部分を構成して微小管の形成に働
く．SAS-6 が機能して正常なカートホイールが形成さ
れれば Bld10p の働きにより 9 本の各スポークの先端
で微小管が形成される．SAS-6 が欠失した場合はカー
ト ホ イ ー ル の 放 射 状 構 造 が 失 わ れ る が， そ れでも
Bld10p は一部が中心子形成サイトに局在化して微小
管形成に機能することができる．しかしその場合，微
小管形成サイトは環状に配置できないか，または，配
置できたとしても 9 カ所に限定されないため，断片化

図4
bld12 変異株の中心子と軸糸の構造異常．
（a）bld12 の軸糸の横断
面．中心子の微小管数の異常により，周辺微小管の数が 8-11本にゆ
らぐ．観察された軸糸横断面画像に占める各パターンの割合を写
真下に示す．
（b）SAS-6 の局在と bld12 におけるカートホイールの
欠落部位の一致．左は野生型中心子における SAS-6 の局在を免疫電
子顕微鏡法により観察したもの．局在を示す金コロイドはカートホ
イールの中央部分に観察される．右は bld12 中心子．Pinhead は
見えるがカートホイールの中央部分が欠失している．Bar, 100 nm．
文献 6 の図を改変．

図5
中心子の 9 回対称性構造構築における SAS-6 の機能モデル．上段
は野生型，下段は bld12 における中心子構築を示す．文献 6 の図
を改変．
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した中心子，または微小管が 9 本ではない中心子が形

合した 9 個の双頭ダイマーによって構成されていると

成されるのであろう．

いう，SAS-6 の機能モデルが提唱された（図 6b）
．
実際に，双頭ダイマーの結晶をクライオ電子顕微鏡

5.

によって観察すると，ハブの直径に近い環状構造が形

SAS-6 の結晶構造

成されていた 8)．また，溶液中の SAS-6 を回転蒸着法

bld12 変異株の解析により，SAS-6 はカートホイー

によって電顕観察すると，双頭ダイマーが会合したと

ルのハブとそこから放射状に配置するスポークの構築

考えられる環状構造とそこから棒状構造が放射状に配

に 機 能 す る こ と が 明 ら か と な っ た． 次 の 課 題 は，

置しているようすが観察された 9)．これらは SAS-6 の

SAS-6 分子がどのような分子構造をもち，カートホ

機能モデルを支持する結果である．ところが，結晶中

イール構造とどのような関係にあるのかを明らかにす

の環状構造は 8 個の双頭ダイマーから構成されてお

ることである．

り，9 回対称ではない．溶液中の会合体も，その直径

2011 年に，SAS-6 の X 線結晶構造が 2 つのグルー

や棒状構造のなす角度が大きく変動することから，多

プによって同時に発表された．1 つはわれわれの参加

くは 9 個よりも少ない双頭ダイマーによって構成され

した英国 MRC のグループ 8)，もう 1 つは現国立遺伝

ていると考えられる．つまり，双頭ダイマーは必ず 9

学研究所の北川大樹博士が在籍していたスイス連邦工

回対称に会合するわけではないらしい．したがって，

科大学のグループ である．

実際のカートホイールの中で SAS-6 が機能モデル通り

9)

結晶構造と生化学的な解析によって明らかになった

に配置しているか否かを検証する必要があった．

ことは，SAS-6 が球状の 2 つの頭部と棒状の尾部をもつ
ダイマーを形成するということである（図 6b）．SAS-6

6.

結晶構造モデルの検証

のアミノ酸配列は，N 末端，コイルドコイル，C 末端の
3 つのドメインに分けられるが（図 6a）
，双頭ダイマー

そこで，モデルから予測される SAS-6 の機能部位に

の頭部は N 末端ドメイン，尾部はコイルドコイルド

変異を導入し，それらを bld12 変異株に発現させて細

メインによって構成されることがわかった．C 末端ド

胞内で機能するかどうかを検討した 8)．変異 SAS-6 は，

メインはおそらく特定の構造をとらないと予測される．

頭部間の疎水性結合を阻害することによってダイマー

頭部は先端部分の疎水性結合を介して別なダイマーと

が会合できなくなると期待されるもの（F145D）と，

相互作用することから，双頭ダイマーは会合してオリ

頭部近傍のコイルドコイル構造を不安定化することに

ゴマー化する性質をもつと予測される（図 6b）．これ

よって，ダイマー自身が不安定化すると期待されるも

らの結果から，カートホイールの中央部分は環状に会

の（L167W）を作製した（図 6b）
．これらが細胞内で
機能するか否かの指標として，発現株における鞭毛形
成細胞の割合を計測した．クラミドモナスでは SAS-6
が機能してカートホイールと中心子が形成されれば，
ほぼ必ずそこから鞭毛が形成されるからである．その
結果，いずれの変異 SAS-6 も，野生型とほとんど変わ
表1
変異 SAS-6 発現株における鞭毛形成細胞の割合．

図6
結晶構造に基づく SAS-6 の機能モデル．
（a）SAS-6 のドメイン構成．
N 末端，コイルドコイル，C 末端の 3 つのドメインをもつ．（b）N
末端ドメインとコイルドコイル領域の一部を含む断片（
（a）の両向
き矢印で示した部分）の結晶構造．N 末端ドメインは球状構造を
とり，コイルドコイル領域を介してダイマーを形成する（ここで
は 2 つのダイマーを示す）．この双頭ダイマーが隣り合うダイマー
と疎水性の結合を介して会合し，カートホイールのハブとスポー
クの一部を構成する．したがって，頭部間の結合を阻害（F145D）
するか，頭部付近のダイマー状態を不安定化する（L167W）変異
によって，SAS-6 の機能は大きく阻害されると予測される．
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bld12 を 形 質 転 換 す る こ と に より， 変 異 SAS-6 を 発 現 す る 株
（bld12::SAS-6（F145D），bld12::SAS-6（L167W））を樹立した．変
異 SAS-6 の中心子形成における機能の指標として，細胞あたり 1 本
または 2 本の鞭毛を形成する細胞の割合を計測した．いずれの変異
SAS-6 発現株においても，bld12 の鞭毛形成能と同程度であった．
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らない量が発現し，中心子または中心子形成サイトに

この事実は，中心子構造の 9 回対称性が，カートホ

局在したにもかかわらず，カートホイール形成には機

イールだけではなく，複数の要因によって決定されて

能できないことが判明した（表 1）．したがって，推

いることを示す．カートホイール依存的な「9 に固定

定していたとおりに，これらの変異によって SAS-6 の

する機構」とは別に，カートホイール非依存的な「お

機能は阻害されたと考えられる．

よそ 9 前後に限定する機構」が存在すると考えられる．

また，カートホイール内に SAS-6 がモデルどおりに

このような複数の機構が存在するからこそ，中心子の

配置しているとすると，双頭ダイマーの頭部はハブ

9 回対称性が多様な生物種の間で高く保持されている

に，尾部の C 末端はハブから離れたスポーク上に位

のかもしれない．どのような因子がカートホイール非

置するはずである．そこで，SAS-6 の C 末端に標識し

依存的な機構に働くのかについては今のところまった

た HA タグの局在を免疫電子顕微鏡法により調べたと

くわかっていないが，カートホイールよりも早い時期

ころ，予測通りに，スポーク上にあることが確認され

に形成されるアモルファス環が中心子の直径と微小管

た．これらの結果から，カートホイール中央部は 9 回

数を限定している可能性，中心子微小管間を架橋する

対称に会合した SAS-6 で構成されていることが確定的

構造が微小管の配置を固定することによって本数を限

になった．

定している可能性などが考えられる．今後，これらの
可能性を含めて検討が行われ，中心子の 9 回対称性構
築機構の全貌が明らかになることが期待される．

7.
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廣野雅文

bld12 変異株においても，9 本の微小管から構成され
る中心子をもつ場合が最も多く，本数が変動する範囲
も 7 本から 11 本の間に収まっていることである 6)．

用 語 解 説

中心体
Centrosome
動物細胞における主要な微小管重合中心として働
く細胞小器官．1 組の中心子とそれを取り巻くよ
うに存在する周辺物質（PCM）から構成される．

※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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総説

Arfファミリータンパク質における2つのGDP複合体構造間の
交換のNMRによる観測
岡村英保

京都大学エネルギー理工学研究所

Arf-family small G proteins participate in many cellular functions via their characteristic GTP/GDP conformational cycles, during which
a nucleotide·Mg2+-binding site communicates with a remote N-terminal helix. We recently reported a study of the dynamics of an Arffamily protein, Arl8, under various conditions by means of NMR relaxation spectroscopy. The data indicated that, when GDP is bound,
the protein core, which does not include the N-terminal helix, reversibly transition between an Arf-family GDP form and another conformation that resembles the Arf-family GTP form. In this review, I discuss the conformational interplay between the nucleotides, the
helix, the protein core, and Mg2+.
Arf-family small G proteins / NMR / R2 relaxation dispersion / ZZ-exchange spectroscopy / population-shift model / protein dynamics

1.

と GDP 結合型で立体構造を変化させることにより，

はじめに

異なる分子を認識する分子スイッチとして働く 4), 5)．

天然状態（native state）のタンパク質立体構造とは，

これらは 100 種類以上知られており，Ras スーパー

その溶液条件下において，系の自由エネルギーが最小

ファミリーともよばれ，その 1 次構造の類似性から，

になるように折りたたまれた状態だといえる．しかし

さらに Ras, Rho, Rab, Ran, Arf の 5 つのファミリーに大

ながら，溶液中でのタンパク質立体構造は静的なもの

別される．これらは，細胞機能上，それぞれが重要な

ではなく，熱揺らぎによる恒常的な動的平衡状態にあ

役割をしているが，共通の分子機構として，GTP 結

る．近年，このような熱揺らぎの中で，わずかな確率

合型においては Switch I および Switch II とよばれる領

で存在する励起状態の立体構造が，タンパク質機能に

域が GTP の γ リン酸基および Mg2+ を介して留められ

とって本質的な役割をしている例が次々と示されてい

ているが，加水分解により γ リン酸基を放出して 2 つ

1)

る ．それゆえ，タンパク質のもつ多様な機能を理解

の Switch 領域が解放されることで GDP 結合型への構

するためには，静的な立体構造情報のみでは十分とは

造 変 化 が 起 き る 6)． そ し て， 逆 に GDP 結 合 型 か ら

いえず，その動的な性質や，そのエネルギー状態など

GTP 結合型への変換は，結合している GDP を放出し

も含めて明らかにする必要がある 2)．筆者らは，最

て GTP と交換することにより達成され，1 つのサイ

近，R2 緩 和 分 散 法 と ZZ-exchange 法 と い う 2 つ の

クルが完成する．

NMR 緩和測定実験を，細胞内分子スイッチとして働

Arf ファミリータンパク質はおもに生体膜近傍で働

く Arf ファミリー Small G タンパク質に適用すること

き，細胞内小胞輸送やオルガネラ形成に関与する 7)-9)．

で，立体構造の揺らぎがスイッチングの分子機構に対

また，N 末には膜局在に関係する特徴的な両親媒性へ

3)

して，どのような関係にあるかを明らかにした ．本

リックス領域を有し，GTP 結合型と GDP 結合型間の

稿では，筆者らの成果を概説する．

構造変換において，その N 末へリックス領域を巻き
．GTP 結合
こんだ特徴的な構造変化を示す 10)（図 1）

2.

型の構造は Small G タンパク質全体でよく似ており，

Arf ファミリー Small G タンパク質

Arf ファミリータンパク質でも，N 末へリックス領域
Small G タンパク質は GTPase 活性を有する分子量

を除いたコア領域では類似の構造をとる．そして，N

20〜30 kDa 程度のタンパク質の総称で，GTP 結合型

末へリックス領域はコア領域とは独立にふるまう．一

NMR Observation of the Interconversion of Two GDP-bound Conformations in an Arf-family Small G Protein
Hideyasu OKAMURA
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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図1
Arf フ ァ ミ リ ー タ ン パ ク 質（Arf6） の GTP 結 合 型 構 造（左） と
GDP 結合型構造（右）．

方，GDP 結合型の構造では，他のファミリータンパ
ク質の GTP 結合型からの構造変化がおもに 2 つの
Switch 領域に限られるのに対して，Arf ファミリータ
ンパク質ではさらに 2 つの Switch 領域をつなぐ Interswitch 領域とよばれる領域が，構成する β シートの中
で，2 残基分スライドする（Interswitch toggle）
．そし
て，N 末へリックスは，その Interswitch 領域のスライ
ドにより空いた領域に格納される．このように，Arf
ファミリータンパク質では，ヌクレオチド結合領域で
の変化が，分子のほぼ反対側にあたる N 末へリック

図2
Δ7NtArl8-GDP における Mg2+ 非存在下での 1H-15N HSQC スペクト
ル（上，黒塗）と 10 mM Mg2+ 存在下での 1H-15N HSQC スペクト
ル（上，白抜）の重ね合わせ．Δ16NtArl8-GDP における Mg2+ 非
存在下での 1H-15N HSQC スペクトル（下，黒塗）と 10 mM Mg2+
存在下での 1H-15N HSQC スペクトル（下，白抜）の重ね合わせ．
HSQC スペクトル中の図は Arl8 コア領域 , N 末へリックス , Interswitch, Mg+ の状態を模式的に表している．

ス 領 域 へ と 遠 隔 的 に 伝 搬 す る． ま た， 逆 に N 末 へ
リックスの変化（たとえば欠損や膜との相互作用な
ど）は，GTP, GDP の親和性へ影響を及ぼすことが知
られている 11)-13)．そして，この特徴的な構造変換は
その分子機能と直接に関連し，GTP 結合型では N 末
へリックス領域を介して膜へと局在し，GDP 結合型
では N 末へリックス領域が格納されることにより細

には Mg2+ が必須であるが，得られた 2 つの GDP 複合

胞質へと移行する．

体の NMR スペクトルは，その溶液中の Mg2+ 濃度に
対して，大きく異なる挙動を示した（図 2）．まず，

3.

Mg2+ 非存在下では，互いに，よく似た NMR スペク

2+

Arl8 コア領域の Mg 依存的な構造変換

トルを与え，典型的な GDP 結合型をとっていること
筆者らは，Arf ファミリータンパク質の構造変換機

を示していた．しかしながら，Mg2+ 濃度を上昇させ

構の詳細を調べるために，タバコ（Nicotiana Tabacum:

ると，Δ7NtArl8-GDP の変化が局所的でわずかなもの

Nt）由来の Arl8 を対象とし，Arf ファミリータンパク

に限られる（図 2 上）のに対して，Δ16NtArl8-GDP で

質に特徴的な N 末へリックス領域を含む Δ7NtArl8（残

は，多くのシグナルの強度が減少していき，新たに別

基番号 8-184）とその領域を欠損した Δ16NtArl8（残基

のピークセットが立ち上がってきた（図 2 下）．この

番号 17-184）について NMR により解析を行った．こ

変化は Mg2+ 30 mM 程度でほぼ飽和して，解析の結果，

れ ら は 大 腸 菌 大 量 発 現 系 か ら，Δ7NtArl8 は GDP，

Interswitch が GTP 結 合 型 構 造 と 類 似 の 位 置 に あ る

Δ16NtArl8 は GTP 複合体として得られ，それぞれ，典

GTP 結合型様構造（図 5 右上）をとっていることが

型的な GDP もしくは GTP 結合型構造をとっていた．

わかった．また，この変化は，ヒト由来 Arl8 の結晶

そ の 後，Δ16NtArl8 は， 自 身 の GTPase 活 性 に よ り，

構造などから，Mg2+ が GTP 結合型様構造中の GDP

GDP 複 合 体 へ 移 行 す る こ と で，Δ7NtArl8-GDP と

近傍に結合したことによるものであると考えられた．

Δ16NtArl8-GDP の 2 つの GDP 複合体を得た．Arf ファ

以上述べたように，N 末のへリックス領域の有無

ミリータンパク質の GTPase 活性（GTP 結合型構造）

と，GDP 結合型と GTP 結合型様構造間の構造変換，
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そして，Mg2+ の結合は，相互に関連しているが，こ

上記のことは，Δ16NtArl8-GDP の Mg2+ 濃度依存的

れらがどのような作用機序で起きるのか，疑問がもた

な構造変化が population-shift に適合することを強く示

れた．

唆しているが，さらに，速度論的に証明するために，
ZZ-exchange 法を適用した．2 つの状態が別々に観測
されるような場合に，ZZ-exchange 法を使うと，それ

Arl8 コア領域のダイナミクス

4.

らの状態間の交換ピークが検出でき，そこから ms-s
N 末へリックス領域を欠損した Δ16NtArl8-GDP で

のオーダーの運動に対応した交換速度を定量的に見積

観測される Mg 濃度依存的な構造変換（図 2 下）は

もることができる 19)．Mg2+ 非存在下での Δ16NtArl8-

どのようにして起こるのかに対して，2 つのモデルが

GDP は minor 状態である GTP 結合型様構造のシグナ

想定される．1 つは，Mg2+ が弱く結合することによっ

ルは，その低存在比と GDP 結合型構造との交換のた

て，構造変換が促され，GDP 結合型から GTP 結合型

めに，直接に観測することは困難である．しかし，特

様構造へ移行するというもので，いわゆる Induced-ﬁt

別にシャープなシグナルを与える C 末端の S184 に関

2+

14)

2+

である．そして，もう 1 つは，Mg 非存在下

しては，例外的に GTP 結合型様構造のシグナルと思

においても，あらかじめ，揺らぎの中で Mg2+ 親和的

われる minor ピークを観測することができた．これに

model

2+

な GTP 結合型様構造がわずかに存在し，Mg はそれ

対して，ZZ-exchange 法を適用することで，GDP 結合

へ 選 択 的 に 結 合 す る と い う も の で，population-shift

型構造 → GTP 結合型様構造，GTP 結合型様構造 →

model（も し く は pre-existing equilibrium model）15) と よ

GDP 結合型構造の遷移速度は，それぞれ，8.5 ± 1.2 s−1

ばれるものである．

と 83.6 ± 12.4 s−1 と見積もられ，R2 緩和分散法で得ら
れた遷移速度とほぼ一致した（図 3c 左，表 1）
．これ

筆者らは，これを明らかにするために，Mg2+ 非存
15

在下での両サンプルに対して，主鎖 N 核に R2 緩和

により，S184 に見られる minor ピークが GTP 結合型

分散法を適用した．R2 緩和分散法は μs-ms オーダーの

様構造のものと確認できた．次に，1 mM Mg2+ 存在下

運動に対応し，major な状態に対して交換している

で ZZ-exchange 法を適用した．この場合には，分子全

minor な状態が 1% 程度でも存在すれば，major な状態

体にわたり，GDP 結合型構造と GTP 結合型様構造と

のシグナルを観測することにより検出が可能であ

が別々に観測される．この結果，GDP 結合型構造 →

る 16)-18)． 図 3a, b は R2 緩 和 分 散 法 を Mg2+ 非 存 在 下

GTP 結合型様構造，GTP 結合型様構造 → GDP 結合型

（25°C）で，Δ7NtArl8-GDP と Δ16NtArl8-GDP へそれぞ

構 造 の 遷 移 速 度 は， そ れ ぞ れ，7.1 ± 0.3 s−1 と 11.8 ±

れ適用した結果である．このようにまったく異なるプ
ロファイルを示すことがわかる．これは，Δ16NtArl8GDP では μs-ms オーダーの揺らぎが存在し，Δ7NtArl8GDP では抑えられていることを示している．さらに，
R2 緩和分散法は，得られたプロファイルに対して，
モデル式をフィッティングすることにより，その運動
の詳細を解析することが可能である．ここでは，分子
全体が協調的に二状態間で交換していると仮定するこ
とで，全体のパラメーターとして，各状態の存在比
と，それらの間の遷移速度，そして，各残基ごとのパラ
メーターとして，状態間の主鎖 15N 核の化学シフト差
を見積もることができる．その結果，Δ16NtArl8-GDP
の minor 構造は約 8% の割合で存在し，major → minor，
minor → major の 遷 移 速 度 は， そ れ ぞ れ，6.8 ± 1.9 s−1
と 82.2 ± 16.4 s−1 と見積もられた（表 1）．また，得ら
れた残基ごとの major-minor 構造間の化学シフト差は

図3
（a）Δ7NtArl8-GDP の Mg2+ 非存在下での 15N R2 緩和分散プロファ
イル（25°C）．（b）Δ16NtArl8-GDP の Mg2+ 非存在下での 15N R2 緩
和分散プロファイル（25°C）．（c）Δ16NtArl8-GDP の Mg2+ 非存在
下および Mg2+ 1 mM 存在下での ZZ-exchange プロファイル（S184,
25°C）．

立体構造を反映しており，今回の場合には Mg2+ 高濃
度で直接に得られた GTP 結合様構造の化学シフトと
比較することができる．その結果，minor 構造は GTP
結合型様構造と同一であると見なすことができた．
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表1
Δ16NtArl8-GDP における R2 緩和分散法（0 mM Mg2+）および ZZexchange 法（0 mM と 1 mM Mg2+）により求めた GDP 結合型構造
から GTP 結合型様構造（GDP → GTP-like）および GTP 結合型様構
造から GDP 結合型構造（GTP-like → GDP）の遷移速度（25°C）．
kGDP → GTP-like

kGTP-like → GDP

R2 (0 mM Mg2+)

6.8 ± 1.9 s−1

82.2 ± 16.4 s−1

ZZ (0 mM Mg2+)

8.5 ± 1.2 s−1

83.6 ± 12.4 s−1

ZZ (1 mM Mg2+)

7.1 ± 0.3 s−1

11.8 ± 0.8 s−1
図4
Δ16NtArl8-GDP の GDP 結合型構造（GDP form）と GTP 結合型様
構造（GTP-like form）の間の構造変換のエネルギーダイアグラム
（25°C）（左） と Δ16NtArl8-GDP の GTP 結 合 型 様 構 造（GTP-like
form）と Mg2+ の結合のエネルギーダイアグラム（25°C）（右）

0.8 s−1 と見積もられた（図 3c 右，表 1）
．この結果，
Mg2+ は，GDP 結合型構造 → GTP 結合型様構造の遷移
速度には作用せず，GTP 結合型様構造 → GDP 結合型

を描いたものである．GDP 型構造はエントロピー的

構造の遷移速度を抑制していることがわかった．つま
2+

り，Mg は GTP 結合型様構造の安定化に寄与してい

に，GTP 結合型様構造はエンタルピー的に有利な構

る こ と を 示 し て お り， 速 度 論 的 に も population-shift

造だということを示している．GDP 結合型構造の

model が適合することがはっきりと示された．

NMR シグナルは，Switch 領域を中心に多くの残基で
2+

このように，Δ16NtArl8-GDP で観測される Mg 依

ブロードニングや消失が見られ，立体構造が大きく揺

存的な構造変換は，Δ16NtArl8-GDP の内在的な GDP

らいでいることを示唆している．一方，GTP 結合型

結 合 型 構 造 と GTP 結 合 型 様 構 造 と の 間 の 交 換 と，

様構造の NMR シグナルは分子全体で比較的に均一で

Mg2+ による GTP 結合型様構造の安定化という 2 つの

ある．これらのことは，エネルギーダイアグラムにお

過 程 で 成 り 立 っ て い る こ と が 示 さ れ た． そ し て，

ける両構造の特徴に対応していると考えられる．

Δ7NtArl8-GDP で は， そ の よ う な 交 換 は 抑 制 さ れ，

さらに，0 mM および 1 mM Mg2+ 濃度における GDP

2+

GTP 結合型様構造が存在しないために，Mg に対し

結合型構造と GTP 結合型様構造の間の遷移速度から，

て反応しないと考えられた．つまり，N 末のへリック

GDP 結合型構造，Mg2+ フリーの GTP 結合型様構造，

ス領域はコア領域を GDP 結合型構造に固定する役割

Mg2+ が結合した GTP 結合型様構造の 3 状態の存在比

をしていることがわかった．

を，それぞれ見積もることができ，それらから，GTP
結合型様構造時の Δ16NtArl8-GDP と Mg2+ の結合定数

5.

を見積もることができる．そして，その温度依存性

エネルギーダイアグラム

を，van’t Hoﬀ plot により解析することで熱力学的パラ
メーターを求めることができ，結果，ΔH° = 10.1 ± 3.07

筆者らはまず，Δ16NtArl8-GDP の内在的な GDP 結

kcal/mol と ΔS° = 50.9 ± 10.3 cal/mol·K と見積もられた．

合型構造と GTP 結合型様構造との間の交換を熱力学的
に記述するために，Mg 非存在下での GDP 結合型構

図 4 右は，GTP 結合型様構造時の Δ16NtArl8-GDP と

造と GTP 結合型様構造間の遷移速度の温度依存性を

Mg2+ の結合のエネルギーダイアグラムであり，これ

ZZ-exchange 法により調べた．そして，遷移状態理論を

がエントロピー駆動型であることを示している．

2+

使うことで，GDP 結合型構造から GTP 結合型様構造
への活性化エンタルピー ΔH (GDP → GTP-like)，活性化エン
‡

6.

トロピー ΔS (GDP → GTP-like) をそれぞれ 11.8 ± 1.8 kcal/mol，
‡

−14.6 ± 6.1 cal/mol·K と，GTP 結合型様構造から GDP

おわりに
GDP 結合型構造と GTP 結合型様構造の間には，β

結合型構造への活性化エンタルピー ΔH (GTP-like → GDP)，

シートの組み換え（Interswitch toggle）という大規模な

‡

活性化エンタルピー ΔS (GTP-like → GDP) をそれぞれ 20.6 ±

イベントを含むために，比較的に大きなエネルギー障

1.8 kcal/mol, 19.3 ± 6.3 cal/mol·K と見積もることができ

壁で隔てられている（図 4 左）．しかしながら，コア

た．そして，これらから，25°C での ΔG (GDP → GTP-like) と

ドメインのみの場合には，熱揺らぎの中で，このエネ

ΔG (GTP-like → GDP) は，それぞれ，16.2 ± 2.5 kcal/mol と 14.8

ルギー障壁は越えることが可能であり，また，両構造

± 2.6 kcal/mol と見積もられた．図 4 左は，25°C での，

のエネルギー差は比較的に小さいために，相互に変換

Δ16NtArl8-GDP の構造変換のエネルギーダイアグラム

可能な状態にある．このような性質は Arf ファミリー

‡

‡

‡
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タンパク質が共通にもつものであることが予想され

十分なり得ると考えられる．筆者らのターゲットとし

る．そこで，Arf ファミリータンパク質の GTP 結合型

た NtArl8 は植物の病気であるタバコモザイク病を引

構造から GDP 結合型構造へ変換する過程は次のよう

き起こすタバコモザイクウイルスの増殖に関与するこ

に記述することができる．まず，GTP により固定化

とが最近示された

されていた GTP 結合型構造は，加水分解により GTP

イルス増殖を制御する方法の開発が期待される．

20)

．今後，NtArl8 を利用し，このウ

が GDP へと変換するに伴って，switch 領域が解放さ
謝 辞

れる．そして，コアドメインは GTP 結合型様構造と
GDP 結合型構造の間の平衡状態へ移る（図 5 上段）
．

本研究は農業生物資源研究所の加藤悦子上級研究員

そこで，N 末へリックスは，GDP 結合型構造と選択

の下で行われたものであり，この場を借りて深謝いた

的に相互作用することで，それを安定化する（図 5 下

します．また，共同研究者である農業生物資源研究所
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．これによって，GDP 結合型構造は，GTP 結合型
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とで，完全なスイッチとして機能する．GDP 結合型
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総説

反応場としてのサポーティッドメンブレン
手老龍吾
出羽毅久

豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所
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

We describe our recent researches relating to the eﬀects of solid supports on the structure, physical properties and chemical reactivity of
supported lipid bilayer membranes, which we apply as model membrane reaction ﬁelds. Mica and SiO2/Si, most widely used “inert”
substrates, showed considerable diﬀerence in the two-dimensional domain formation and reactivity to amyloid β peptides in supported
membranes containing ganglioside GM1. Tethered-type supported membrane containing photosynthetic membrane proteins, LH2 and
LH1-RC, retains the function of intermolecular energy transfer, and achieved the remarkable improvement in the lateral diﬀusion of
proteins and lipid compared with conventional supported membrane.
Supported lipid bilayer / Tethered membrane / Ganglioside GM1 / Amyloid β / Photosynthetic membrane protein / Light-harvesting
complex

1.

空間を確保する．固体基板表面にアビジン分子を修飾
し，脂質二重膜中にビオチン化脂質を混在させること
でアビジン―ビオチン結合によって脂質膜を繋ぎ留め
る方法は古くから用いられている 6), 7)．基板表面を化
学修飾して共有結合でアビジンを固定化することで，
基板表面の平坦度を保ったまま，任意の密度で単分子
のアビジンを基板に修飾することができる 8)-10)．ポリ
マー分子もタンパク質の基板への非特異吸着を防ぐに
は有効だが，ポリマーの膜厚にムラが生じるため脂質
膜に欠陥が生じやすいといわれている 5)．
本稿では，サポーティッドメンブレンをペプチドや
タンパク質のモデル反応場として用いる際の固体基板
表面の影響に関連する，筆者らの最近の研究を紹介す
る．なお本稿では，リンカー修飾を施さない固体基板
上に担持した脂質二重膜（図 1a）を「支持膜」，リン
カーを介して固体基板と距離をおいた脂質二重膜
（図 1b, c）を「繋ぎ留め膜」とよぶことにする．

支持膜と繋ぎ留め膜

サポーティッドメンブレンとは固液界面に形成され
た人工脂質膜 1), 2) の総称である（図 1）．リポソーム
や黒膜などの人工脂質二重膜と同様，脂質膜の物理化
学的性質や，ペプチドおよび膜タンパク質の反応素過
程を調べるためのプラットフォームとして用いられて
いる．固体基板のごく近傍に担持されていることで壊
れやすい脂質膜を安定に取り扱えること，半導体表面
加工技術や表面化学修飾と組み合わせて脂質膜のパ
ターニングや制御・操作を行える利点がある．また，
原子間力顕微鏡（AFM）などの高分解能・高精度の
表面科学的分析手法を用いることができる 3), 4)．
脂質膜と固体表面の間には 1-2 nm の水の層が存在
して膜の流動性が保たれており（図 1a）
，膜内分子拡
散やドメイン形成などのダイナミクスを観察すること
ができる．しかし，この水の層を介しても固体基板表
面の構造や物性が脂質膜に影響を与えうることが知ら
れている．特にサポーティッドメンブレンに膜タンパ
ク質を組み込む場合には，タンパク質の膜外領域が基
板表面と直接接触する恐れがある．固体表面による変
性を避けるためのストラテジーが繋ぎ留め膜（tethered
membrane）である（図 1b, c）5)．固体基板と脂質膜の間
にタンパク質（図 1b）や有機ポリマー分子（図 1c）
を介在させることによって，一般的に約 5 nm 程度の

2.

支持膜における固体基板の影響

マイカおよびシリコン基板上の酸化膜（SiO2/Si）は
いずれも親水的で平坦な表面を得ることができ，また
化学的にも安定であることから，支持膜を担持する基
板として最も広く用いられている．マイカはテープ剥
離によって原子レベルで平坦で正常な結晶面が得ら

Supported Lipid Membranes as Reaction Fields
Ryugo TERO1 and Takehisa DEWA2
1
Electronics-Inspired Interdisciplinary Research Institute (EIIRIS), Toyohashi University of Technology
2
Department of Frontier Materials, Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology
※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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Chol を，ドメイン内部は SM と Chol を主成分として
いることが示唆される．基板に SiO2/Si を用いた場合
にはドメイン形成は起こらず，NBD-SM や CTXB は
脂質膜全体に分布したため，固体基板に強く依存した
特異的なドメイン形成がマイカ上で起きたといえる．
マイカ上の三角形ドメイン（図 2b, c）は向きが揃っ
ていることから，6 回対称の周期構造をもつマイカ表
面構造がテンプレートとして働いてドメイン形成を誘
起し，かつその形状を決めていると考えられる．
GM1 + SM + Chol 支持膜においては，脂質膜上で起
きる Aβ 重合の反応活性も固体基板に大きく依存した
（図 2e, f）
．マイカおよび SiO2/Si 上に GM1 + SM + Chol
支持膜を形成後，Aβ（2 µM）存在下で 37°C，24 h イ
ンキュベーションした．同脂質組成のベシクル上での
Aβ 重合反応（50 µM）12) よりも 1 桁以上低い Aβ 濃度
であるにもかかわらず，マイカ上の支持膜表面で Aβ
線維の伸長が観察された（図 2e）
．一方，SiO2/Si 上の
支持膜では粒子状の凝集体が形成されたが，Aβ 濃度
が 1-20 µM の範囲では線維構造の伸長は見られなかっ
た 11)．表面形状が支持膜内ドメインの形成と形状に影
響を及ぼすことは知られているが 9), 13)-15)，図 2 の結果
は反応場としての膜表面の性質が支持基板表面によっ
て左右されることを示している．何が直接の要因かは
まだ明らかではないが，GM1 分子の配向や凝集状態
についての詳細な検討が必要であろう．Chol，SM，
GM1 はいずれも生体膜に存在する「ラフト」内に多
く含まれるとされる脂質である．
「ラフト」のコンセ
プトにおいても短寿命・微小ドメインの存在が重要視
され始めており 16), 17)，支持膜中での数分子あるいは
メソスケールでの分子凝集状態については計測手法の
開発も含めて今後の課題である．

図1
サポーティッドメンブレン．（a）リンカーを修飾しない固体基板
上に担持された支持膜．（b, c）リンカーを介した繋ぎ留め膜．リ
ンカーとして（b）基板に修飾したアビジンとビオチン化脂質の
結合，（c）有機ポリマー分子を用いた例．

れ，鏡面研磨した Si 基板上の SiO2 層でも，表面粗さ
（Ra）が 0.5 nm 未満の表面を容易に得られる．このよ
う に 化 学 的 に 不 活 性 か つ 平 滑 な 表 面 で あ っ て も，
SiO2/Si とマイカ表面上で，支持膜内の 2 次元ドメイ
ン構造に大きな違いが現れる場合がある 9), 11)．以下に
その例を示す．
脂質膜はガングリオシド GM1（GM1），スフィンゴ
ミエリン（SM）
，コレステロール（Chol）の混合膜を用
い，ベシクル融合法でマイカおよび SiO2/Si 表面上に
支持膜を作製した 11)．GM1 はアミロイド β ペプチド
（Aβ）の重合反応の起点となることが報告されており，
GM1 + SM + Chol（20 : 40 : 40）の組成は脂質ベシクル
懸濁液中で Aβ 重合に活性を示した組成である 12)．マ
イカおよび SiO2/Si いずれの基板上でも，ベシクル融
合法 2) によって均一で平坦な GM1 + SM + Chol 支持
膜を形成することができた（図 2a）．この支持膜を
37°C で 24 時間インキュベーションすると，マイカ基
板上でのみ三角形のドメインが現れた（図 2b）．蛍光
標識した SM（NBD-SM）を混ぜると NBD-SM はおも
に三角形ドメイン内部に局在した（図 2c）．また，ド
メイン形成後に，GM1 に選択的に吸着するコレラ毒
素 B サブユニット（CTXB）を添加すると，三角形ド
メインの外側に優先的に吸着した（図 2d）．光褪色後
蛍光回復（FRAP）計測ではドメインの内外とも流動
性が保たれていたことから，ドメイン外部は GM1 と

3.

光機能性タンパク質を包含した繋ぎ留め膜

光合成細菌の紅色光合成膜中には，アンテナタンパ
ク質（光収穫系複合体 LH2，LH1）と反応中心複合体
（RC）が存在する．LH2 で吸収された光は LH1 と RC
の複合体（LH1-RC）に流れ込み，高効率で電荷分離
が行われる．LH2 と LH1-RC は膜中で集合体を形成
しているが，集合体の形成過程およびその構造と機能
の関連は明らかになっていない．これらを知るために
は，タンパク質としての機能を保ち，かつタンパク質
の動きを妨げない反応場を構築する必要がある．本項
では LH2 および LH1-RC を含む脂質膜について，繋
ぎ留め膜を用いる利点について述べる．
LH2 および LH1-RC を包含した状態の脂質ベシク
ル（プロテオリポソーム）を用いて，卵白アビジンを
固定化した基板上に繋ぎ留め膜を形成した（図 3a）
．
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アビジンの固定化では，清浄化したガラス表面をシラ
ンカップリング剤を用いて -COOH 基修飾し，アビジ
ン表面の -NH2 基と共有結合させた 8)．プロテオリポ
ソームの調製は，リン脂質，ビオチン標識脂質と蛍光
標識脂質（N-Rh-DOPE）からなる混合ベシクルに界面
活性剤を加えて，ミセルとベシクルの共存懸濁液を調
製しておき，紅色光合成細菌から抽出・精製して可溶
化した LH2，LH1-RC 溶液を加え，透析して界面活性
剤を除くことにより行った．プロテオリポソームがア
ビジン修飾基板表面に吸着した後に，溶液交換で浸透
圧をかけ，穏やかに超音波を照射することにより，ベ
シクルの開裂，融合による平面膜形成を促した．この
方法により，穴の開いていない full-coverage の繋ぎ留め
膜を再現性よく形成することができるようになった 10)．
LH2，LH1-RC を含む繋ぎ留め膜からの蛍光スペクト
ルが図 3b（青）である．LH2 または LH1-RC のみを含
む繋ぎ留め膜では，前者は 870 nm に強い蛍光が観察さ
れ（灰色）
，後者からの 900 nm の蛍光は非常に弱い（桃
色）
．LH2，LH1-RC 両者が共存する繋ぎ留め膜中では
LH2 からの蛍光成分（黒）だけでなく，LH1-RC からの
蛍光成分（赤）が強く観察されたことから，LH2 から
LH1-RC への分子間エネルギー移動が起きていること
がわかる．LH2 と LH1-RC がもつ光機能を保持した
繋ぎ留め膜の反応場を構築することができた 10)．
この LH2，LH1-RC を含む繋ぎ留め膜を，これらを
含む支持膜 18), 19) と比較する．最も顕著な違いは，膜
内の脂質およびタンパク質の分子拡散性である．LH2
または LH1-RC を含む繋ぎ留め膜中でのタンパク質お

図2
マイカ上 GM1 + SM + Chol（20 : 40 : 40）支持膜の（a）形成直後
および（b）37°C，24 h インキュベーション後の AFM 像．（b）と
同様の支持膜に（c）NBD-SM を混入した場合と，（d）蛍光標識
CTXB を吸着後の蛍光像．（e）マイカおよび（f）SiO2/Si 上 GM1
+ SM + Chol 支持膜を 2 µM の Aβ 存在下でインキュベーションし
た後の AFM 像．スケールバーはすべて 1 µm．

図3
（a）LH2 および LH1-RC を含む繋ぎ留め脂質膜の作製法．共有結合でアビジン分子を固定化したガラス表面に，LH2，LH1-RC を含むプロテ
オリポソームの吸着，開裂，融合を経て平面膜を形成．（b）LH2，LH1-RC（1 : 2.5）を含む繋ぎ留め膜からの蛍光スペクトル（青）に含まれ
る LH2（黒）および LH1-RC（赤）からの蛍光成分．灰色，桃色はそれぞれ LH2 のみまたは LH1-RC のみを含む繋ぎ留め膜からの蛍光スペク
トル．励起波長は 800 nm．（c）支持膜中での LH2（白矢印）および LH1（黒矢印）共存ドメインの AFM 像．
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よび脂質分子の側方拡散について，拡散係数（D）と拡
散成分の割合を FRAP で計測した．大きな膜外領域を
もつ LH1-RC は，支持膜中ではまったく側方拡散しな
かったのに対し 19)，繋ぎ留め膜中では 40% の LH1-RC
が拡散するようになった．アビジンをはさんで基板―
脂質膜間に空間を作ることで，完全ではないものの
LH1-RC と基板間の相互作用が抑えられ，自由に拡散
できる LH1-RC が現れた．また，膜内に包含されたタ
ンパク質は脂質分子の拡散に対する障壁として働く．
LH1-RC を含む支持膜中では，N-Rh-DOPE の拡散成
分は 26%，D < 0.1 μm2/s であり，支持膜中では拡散で
きない LH1-RC が脂質分子の側方拡散を妨げ，脂質膜
を分断している．繋ぎ留め膜にすることで，N-RhDOPE の拡散成分は 100% に回復し（D = 0.3 μm2/s）
，
連続的かつ流動的な脂質膜二重膜中に LH1-RC が包含
された状態になる．膜外領域の小さい LH2 は比較的
固体基板の影響が小さく，支持膜中でも拡散成分が
90%，D は測定精度未満（D < 0.1 μm2/s）であったが，
繋ぎ留め膜を用いることで拡散成分が 98%，D = 0.1
μm2/s といずれも上昇した．また，N-Rh-DOPE の拡散
成分についても繋ぎ留め膜中であれば 100% であっ
た．一様に連続的な脂質膜中にタンパク質が包含され
ている「絵に描いたような」状態（図 3a 右下）は，
繋ぎ留め膜を用いてはじめて達成されたといえる．
その一方で，タンパク質同士が形成する複合体の構
造を詳細に知りたい場合には，タンパク質が側方拡散
すると通常の AFM 観察では捉えることは難しい．分
子拡散が抑えられた状態にある支持膜中では LH2，
LH1 の共存ドメイン中での分子像を AFM により観察
することができる（図 3c）20)．目的に応じて繋ぎ留め
膜と支持膜を使い分けることで，基板表面の影響（あ
るいは機能）を on/oﬀ できる．

4.

須である．サポーティッドメンブレンを用いて固体表
面機能や半導体センシングデバイスと生体膜モデルと
の機能融合をすることができれば，反応場としての脂
質二重膜の機能を制御する方法と新しい検出手法が開
発できるだろう．
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まとめと今後の課題

サポーティッドメンブレンにおいて，固体基板表面
は脂質膜とそこに含まれるタンパク質の構造，物性，
反応活性に影響を及ぼす要因である．その影響を最小
限に留めるために繋ぎ留め膜は有効な手法である．一
方，固体センシングデバイスとの機能融合や，表面パ
ターニング技術を用いた脂質・膜タンパク質アレイの
開発など，支持膜において固体基板を積極的に用いる
アプリケーションのポテンシャルは高い．固体表面の
影響を正しく理解し，機能として使いこなすことが必
要である．サポーティッドメンブレンの課題は黒膜や
リポソームなどのフリースタンディングな人工脂質膜
に比べてイオンのリークが大きい点であり 10)，イオン
チャネルなどの電流計測のためには膜抵抗の改善が必
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トピックス

ERK MAPキナーゼ細胞内情報伝達系における
分子混み合いの効果
青木一洋

1.

京都大学大学院生命科学研究科生体制御学分野 / 科学技術振興機構さきがけ

細胞内情報伝達系

細胞内情報伝達とは，細胞が外界からの刺激を受容
し，その情報を伝達，処理するシステムである．その
実体は，極論すると，結合・解離や酵素反応などの生
化学的反応の連鎖で表現されるネットワークだといえ
る．したがって，これらの素反応を微分方程式で記述
し「適切な」パラメーターを設定し数値計算をすれば，
それを構成するすべての分子のダイナミクスを知るこ
とができる 1)．しかしながら，これまでの細胞内情報

図1
MEK-ERK MAP キナーゼ情報伝達系に含まれる反応パラメーター．

伝達系の研究の大半は，分子や反応経路の同定に終始
し，反応速度論的なパラメーターの取得に関してはほ
とんど顧みられてこなかった．そこでわれわれは，パ

が 2 重リン酸化され活性化する．これまで，この 2 重

ラメーターをすべて測定し，システムをボトムアップ

リン酸化反応は，チロシン残基とスレオニン残基を

的に同定する定量的モデリングを行った．本稿では，

別々の反応でリン酸化する「Distributive リン酸化モデ

われわれがこの方法により予期せずに見つかってきた

ル」で説明されてきた 5)．これは多重リン酸化反応に

分子混み合いの細胞内情報伝達系に対する効果につい

おいて速度論的には逐次的であることから，中間産物

て紹介する 2)．

の処理が重要になり，結果的に系の協調性（Hill 係数）

2.

が増加することが知られている（図 2a 左）
．試験管

ERK MAP キナーゼ系の定量モデリング

内の ERK リン酸化反応系ではこの Distributive リン酸

われわれは，細胞の増殖や癌化に深く関与すること

化反応モデルに従う 2), 5)．しかしながら，Distributive

が知られている ERK MAP キナーゼ情報伝達系に着目

モデルでは細胞内の ERK リン酸化のダイナミクスを

し，この系に含まれる反応とそのパラメーターをこれ

再現しないことがわかった．図 2b の pY-ERK の経時

まで取得してきた

2)-4)

．パラメーターは，①細胞内分

変化を追うと，反応開始から 2 分後に濃度が上昇し，

子濃度，②結合，解離速度定数，③核内核外移行速

その後なだらかに減少していくことが観察される．こ

度，④リン酸化速度，⑤脱リン酸化速度，の 5 つに大

れは中間産物である pY-ERK の一時的な蓄積を反映し

別される（図 1）．実際には MEK（MAPKK）と ERK

ている．一方，図 2c の実験結果では，そのような経

（MAPK）の 2 分子に絞ったとしても，その系に含ま

時変化は観察されず，pY-ERK の蓄積は小さいもので

れる反応パラメーターは 30 個を超える．詳細は省略

あった．そこでリン酸化モデルの再検討を行った結

するが，われわれはまずこれらをすべて実験的に取得

果，MEK が ERK のチロシンとスレオニンを見かけ上

2)

した ．次に，この情報伝達系を微分方程式で書き下

ほぼ同時にリン酸化を行う「Processive リン酸化モデ

し，取得した反応パラメーターを用いてシミュレー

ル」が実験モデルをもっとも精度よく再現することが

ションを行った．その結果，定量パラメーターを用い

わかった（図 2a 右，d）．このモデルは，速度論的に

ているにもかかわらず，シミュレーション結果が実験

2 重リン酸化がほぼ同時に起き，系の協調性には影響

結 果 を 十 分 に 再 現 し な い こ と が わ か っ た（図 2）
．

を及ぼさない．これらの結果は試験管内と細胞内で

ERK は MEK によってチロシン残基とスレオニン残基

ERK のリン酸化モデルが異なることを意味していた．

Eﬀects of Molecular Crowding on Processive Phosphorylation of ERK MAP Kinase
Kazuhiro AOKI
Laboratory of Bioimaging and Cell Signaling, Graduate School of Biostudies, Kyoto University / PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST)
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逆に減少することから，活性化律速と拡散律速の中間
の反応であることを示している（未発表データ）
．
分子混み合いによる逐次反応の Processivity の
寄与

4.

さらに本研究により，分子混み合いが 2 重リン酸化
のような多重反応における Processivity を上昇させる，
という 3 つ目の効果が明らかにされた．これは分子混
み合いによって粘性が上昇し反応中間産物が酵素と再
結合する確率が増えることによると考えられる 7)．最
近，このような効果は膜上でクラスターを形成するタ

図2
定量パラメーターに基づくシミュレーション．
（a）Distributive リ
ン酸化モデルと Processive リン酸化モデル．
（b）Distributive モデ
ルのシミュレーション結果．pY-ERK の蓄積が顕著になる．
（c）
ERK リン酸化ダイナミクスの実験結果．（d）Processive リン酸化モ
デル．np-ERK，非リン酸化 ERK; pY-ERK，チロシンリン酸化 ERK;
pTpY-ERK，チロシンスレオニンリン酸化 ERK．

ンパク質において顕著になることが報告されている 8)．
5.

まとめと今後の展望

本研究では，泥臭くも反応パラメーターを定量し，
シミュレーションすることで，精度よくシステムを同
定することができることを示した．さらに，分子混み

そこで次にこのリン酸化モデルの違いが何から生じる

合いが細胞内情報伝達系に対して少なからず影響を及

のか検討を行った．私は試験管内と細胞内の環境の違

ぼしていることが明らかになった．今後は，パラメー

いに着目した．試験管内で細胞内の分子の混み合い環

ター測定のスループットを上げ，よりリアルな細胞内

境を再現するために PEG-6000 を 15% 加えて反応させ

情報伝達系シミュレーターを構築したい．

ると Processive リン酸化反応が起こること，また細胞
内抽出液を希釈しリン酸化反応を調べると Distributive

謝 辞

リン酸化反応になることがわかった．これらの結果よ

本研究は，京都大学・松田道行教授のご指導のもと

り試験管内と細胞内のリン酸化モデルの違いは分子の

行われたものです．深く感謝いたします．

混み合いにより生じると結論づけた 2)．
3.
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の減少の 2 つの効果が知られている 6)．2 つの効果の
寄与度は酵素反応の律速段階に依存する．活性化律速
反応の場合は，前者がおもに寄与し，分子混み合いに
より反応速度が上昇する．一方，拡散律速反応の場合
は，後者が主として寄与し，分子混み合いにより反応
速度が減少する．中間の反応の場合は，分子混み合い

青木一洋

により反応速度が上昇するが，混み合い度が上昇する
と逆に反応速度が減少するという二相性の反応速度変
化を示す．ERK のリン酸化反応は，PEG-6000 濃度が
10% までは反応速度が上昇するが，10% を超えると
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「ちから」
でイオンチャネルの機能を制御する
井出 徹，
平野美奈子
奥野大地 理化学研究所QBiC

1.

光産業創成大学院大学

るいくつかの酸性アミノ酸を中性アミノ酸に置換した
ところ，pH 依存性を失った．これは，CPD の電気的相
互作用が pH 感受性に寄与していることを示している．
次に，CPD の構造変化とゲーティングの相関を分
光学的手法で探った 5)．CPD を蛍光色素（テトラメチル
ローダミン）で標識し，pH 変化に伴う蛍光強度の変化
をモニターした．テトラメチルローダミンの蛍光は，
疎水性環境で強く，水溶液中では著しく弱い 6)．ゲー
トが開くことによって蛍光強度が上昇すれば，色素は
水中から膜中へ移動したと解釈することができる．
CPD の特定のアミノ酸をシステインに置換した点変
異体を作製し，テトラメチルローダミンマレイミドで
標識した．これをリポソームに再構成し上記の実験を
行った結果，ゲートの開閉に伴い，CPD が大きく構
造変化する可能性のあることがわかった（図 1）
．ゲー
トが閉状態にあるとき（pH 7）には，CPD はすべて水
中に突き出しているが，開状態にあるとき（pH 4）に
は，中央付近で屈曲し，一部分が膜中に埋没すると予
想された．この CPD の大きな構造変化がゲートに伝
えられ，開孔すると考えるのが妥当なようである．

背景

KcsA チャネルは，最も解析が進んだチャネルタン
パクの 1 つである．このチャネルは，放線菌由来の K+
選択的チャネルであり，はじめて結晶構造が解かれた
チャネルタンパクである 1)．このタンパクはホモ 4 量体
で，各サブユニットは膜貫通ヘリックスを 2 つずつも
つ（TM1, TM2）
．K+ の選択を担っているのは，TM1 と
TM2 をつなぐ部位にある選択フィルターとよばれる領
域である．KcsA の膜内部分のもつこれらの構造は，K
チャネル一般に共通で，各チャネル固有の性質を決め
ているのは，これに付加された刺激の受容部位である．
たとえば，Ca2+ 依存性 K チャネルである MthK チャネ
ルは，KcsA と同等の膜内領域に加えて，Ca2+ を結合す
る大きな細胞内領域（CPD: cytoplasmic domain）をもっ
ている．Ca2+ の結合による CPD の構造変化が膜内領
域に伝えられ，ゲートが開くものと考えられている．
2.

ゲーティングに伴う構造変化

KcsA は pH 依存性チャネルとして知られている．中
性以上の pH ではほとんどゲートを開かず，おおむね
pH 5.5 以下で漸く開孔する．このチャネルは，細胞
内に大きく突き出した CPD をもっているが，CPD を
もたない欠失変異体が全長タンパクと同様の pH 依存
性を示すことから，欠失変異体を用いて pH センシン
グ部位が探索され，TM2 の C-末端部分，および TM1
の N-末端部分が pH 感受に寄与していることが示さ
れている 2), 3)．しかしながら，前述の MthK などの例
を考慮すると，ポア領域以外，すなわち CPD が pH セ
ンサーであり，CPD の構造変化がポア領域に伝えら
れゲートを開閉すると考えるのが自然である．そこで
われわれは，いくつかの変異体を作製してこの仮説を
検証した 4)．まず，pH 依存性をもたない MthK チャネ
ルの膜内領域に KcsA の CPD をつないだキメラチャ
ネルを作製したところ，KcsA 特有の pH 依存性を示し
た．つまり，KcsA の CPD のみで固有の pH 依存性を発
現できることがわかった．また，KcsA の CPD に存在す

3.

ゲートの 1 分子操作 7)

CPD を無理矢理変形させたとき，ゲーティングは
どのように変わるだろうか？ 図 1 を見る限り，CPD
を膜方向に押してやれば，いかにもゲートが開きそう
である（図 2a）
．もし，それが可能であれば，われわ
れのモデルを支持する傍証となるであろう．
単一チャネルゲートの力学操作を阻む技術的障壁の
1 つに，膜中の分子の熱拡散の問題がある．膜，特に
骨格タンパクをもたない人工膜中の分子は，非常に激
しく熱運動し，ほぼ自由に膜中を拡散する．単一チャ
ネル電流計測のためには，膜中に組み込まれている
チャネルタンパクは 1 つだけである必要があるが，広
い膜中を運動するたった 1 個のタンパクを微細な探針
で捕まえるのはとても不可能である．そこでわれわれ
は，膜中のチャネルを捕捉するのではなく，はじめに
水溶液中で捕捉し，それを人工膜に押し込むことでこ

Mechanically Manipulating a Single Channel Gate
Toru IDE1, Minako HIRANO1 and Daichi OKUNO2
1
The Graduate School for the Creation of New Photonics Industries
2
Riken, QBiC
※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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の問題を解決した．
図 2b は，原子間力顕微鏡の Si プローブに固定した
KcsA の人工膜への組み込みを示している．プローブ
先端を人工膜に接触させてから数 µm 押し込むと，膜
を介した電流が突然ゆらぎ始める．この電流ゆらぎは
典型的な KcsA の単一チャネル電流ゆらぎであり，力
学操作によって KcsA が人工膜に組み込まれたことを
示している．この実験は pH 4，つまりゲートが開く
条件下で行われており，電流ゆらぎの開始がチャネル
の組み込み時刻を示している．人工膜はとても柔軟で
あり，プローブにより押されて下方に大きくたわむ．
膜の弾性によりチャネルに掛かる力がある大きさを越
えるとチャネルは膜に挿入されるのだろう．膜の弾性
力の実測値は 15 nN 程度であったが，膜がプローブ
側面に接触している可能性があり，組み込みに要する
力の大きさを正確に決定することは不可能であった．
図 2c は，ゲートが閉じる条件下（pH 7）での実験結
果を示している．KcsA は，図 2a にあるように CPD
の先端がプローブ表面に固定されている．図中の電流

トレースは，一度チャネルを押し込み，続いて原点ま
で引き上げてからの記録を表している．力を掛ける前
にもスパイク状の電流が観測されているが，プローブ
を下方に変位させることによって，開確率が急激に上
昇するようすが見て取れる．つまり，CPD を押すこ
とで，期待通りにチャネルゲートをこじ開けることが
できたといえる．図 2c では，プローブを約 3 µm 変
位させたときにゲートの活性化が見られ，プローブを
引き上げるとチャネルは再度不活性化した．図には，
連続する 3 回の力学刺激に対する応答を示している．
残念ながら，人工膜とプローブの接触様態が不明な
ため，チャネルタンパクに掛かる力の大きさを正確に
決定することはできていない．しかし，KcsA に力学
刺激を加えることによって，ゲートを操作できること
は間違いなさそうである．CPD は押し潰され，上部
が膜内に埋め込まれるような構造変化を起こしている
可能性が高い．最近，全長チャネルの開状態と思われ
る構造が決定されたが，そこでも同様なゲーティング
8)
モデルが提案されている ．これらは期待通り，われ
われが提案しているモデルを支持する結果である．
文
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図1
KcsA チャネルの構造とゲーティングモデル．4 量体の内，2 つの
サブユニットのみを示す．
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井出

徹

平野美奈子

図2
（a）実験概念図：KcsA の C- 末端をプローブに固定，膜方向に押す．
（b）人工膜への KcsA の組み込み．プローブ変位（上）電流（下）．
（c）力刺激に対する電流応答．連続する 3 回の結果を示す．

奥野大地
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核磁気共鳴法を用いたタンパク質―DNA
複合体の遷移状態と速度論の解析
高山裕生，CLORE G. Marius
米国立衛生研究所（NIH），国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所（NIDDK），化学物理学研究室

1.

で，基底状態と遷移状態の間で速い交換が行われてい

はじめに

るとき，遷移状態の NMR 信号が観測されていなくて

DNA 結合タンパク質は，広大な非特異的 DNA の海

も，それぞれの状態の存在比と交換速度に依存して

の中から一握りの認識部位を探している．構造生物学

PRE による効果が基底状態のスペクトルで観測され

は，認識部位を探し出したタンパク質がどのようにそ

る．また，基底状態の構造情報が既知であるならば，

の機能を発揮するのかを明らかにする．たとえば，X 線

構造から予測される PRE よりも大きな PRE が観測さ

結晶構造解析や核磁気共鳴法（NMR）は，タンパク質

れたアミド基水素核は，遷移状態で Mn2+ に近づいて

と DNA 複合体について，原子レベルでの構造情報を与

いることがわかる．このようにして，Sox2 と POU の

える．しかしながら，どのようにしてその複合体を形

遷移状態を検出した（図 1）
．

成するにいたるのか，という情報を得ることは難しい．

3.

近年の NMR 技術は，1% 程度しか存在しない遷移

化学交換を用いた速度論的解析 5)

遷移状態におけるタンパク質の働きがわかったが，

状態の構造情報を得ることができるだけでなく，平衡

これは全体の 1% 程度のタンパク質の動きを観測して

状態下における速度論的解析を可能にしている．筆者
らは，これらの技術を用いて，転写因子である Sox2
の DNA 結 合 ド メ イ ン（以 下，Sox2 と す る） と Oct1
の DNA 結合ドメインである POU が DNA に結合する
ようすを観測した．
2.

常磁性緩和促進法を用いた遷移状態の検出 1), 2)

通常，遷移状態は基底状態に比べて存在比が非常に
少ないため，分光学的手法で検出することは難しい．
しかし，常磁性緩和促進法（PRE）を用いることで
1% 以下しか存在しない遷移状態の情報を増幅して観
測することが可能である．PRE は，安定同位体で標識
したタンパク質のたとえば，主鎖アミド基（1H-15N）

図1
遷移状態におけるタンパク質の動き．Sox2 は結合している DNA
分子内でスライディングをしている（左上）
．DNA 間の移動は非
特異的 DNA 間で行っている．POU は 2 つの DNA 結合ドメインを
もつ．POU-ホメオドメイン（POUHD）はおもに分子内でスライディ
ングを，POU- 特異的ドメイン（POUS）はおもに分子間移動を行っ
ている（右上）．一方，これらが複合体を形成すると，POUHD は分
子間移動を行い，Sox2 と POUS は相互作用して DNA 上に留まって
いる（下）．このように，2 つのドメインがそれぞれ別の場所にあ
る DNA に結合して，まるで雲梯をする（片方の手でぶら下がり
ながらもう片方の手で移動する）かのように DNA 間を移動する
ようすを検出した 3), 4)．これはタンパク質が認識部位を探す（ある
いは離れる）過程であると考えられる．

の NMR 信号から得られる緩和速度を，それぞれ反磁
性と常磁性試料中で測定して，その差で表される．本
稿では，EDTA を共有結合させたチミン塩基を非標識
DNA（異種核 NMR では観測できない）に導入して，
Ca2+（反磁性）あるいは Mn2+（常磁性）をキレートさ
せたものを用いた．
PRE は観測核（タンパク質主鎖アミド基の水素核）
と常磁性中心（DNA 中にある EDTA にキレートした
Mn2+）の距離の 6 乗に反比例して観測される．ここ

Analysis of Transient States and Kinetics for Protein-DNA Complexes by Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Yuki TAKAYAMA and G. Marius CLORE
Laboratory of Chemical Physics, National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (NIDDK), National Institutes of Health (NIH)
※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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いる．タンパク質の機能という面で考えると，基底状

まとめ

4.

態である 99% がタンパク質の機能を担っている．そ

PRE で観測された Sox2 と POU の挙動は，存在確率

こで，基底状態にいたる速度と，遷移状態でのタンパ

1% 以下の，NMR スペクトル上には直接現れない遷

ク質の動きとの関係性を明らかにすることにした．
速度論情報は NMR を用いた化学交換の解析から得

移状態の情報である．この PRE で検出された DNA 間

た（電子付録）
．Sox2 が認識部位をもつ DNA 間を移

の転移のようすは，巨視的に観測している速度論的解

動する速度は DNA の濃度に依存せずに一定であった．

析における DNA 間の転移をうまく説明している．す

これは，Sox2 が DNA から解離する段階に反応律速が

なわち，ここで紹介した NMR の手法は，DNA 結合

あることを意味する．すなわち，Sox2 は DNA から溶

タンパク質がどのようにして認識部位を探すのか，と

液中に解離したのち，次の DNA に結合するという機

いう問いに答えることのできる 1 つの有効な手段であ

構をもつことがわかった．一方，POU は DNA の濃度

るといえる．

に依存して交換速度が変化した．これは，POU は溶
謝

液中に解離することなく，2 つの DNA 間を移動する

辞

ここで記述した方法論は，岩原淳二博士（現在，米

ことを意味する．また，POUS と POUHD はそれぞれ
異なった速度定数をもつことがわかった ．そして，

国テキサス大学医学部門；UTMB，准教授）が NIH に

Sox2 と POU が複合体を形成すると，それぞれのタン

在籍したときに開発した研究に基づいている．岩原博

パク質が DNA 間を移動する機構に変化はなく，速度

士に深く感謝の意を表する．

6)

だけが変化することが明らかとなった．以上の結果か
ら，図 2 の転写活性モデルを提唱した 7)．

文
1)
2)
3)

献
岩原淳二 (2007) 蛋白質 核酸 酵素 52, 952-958.
岩原淳二 (2008) 生物物理 48, 018-022.
Takayama, Y., Clore, G. M. (2011) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108,
E169-E176.

4)

Takayama, Y., Clore, G. M. (2012) J. Biol. Chem. 287, 1434914363.

5)

Iwahara, J., Clore, G. M. (2006) J. Am. Chem. Soc. 128, 404-405.

6)

Doucleff, M., Clore, G. M. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105,
13871-13876.

7)

Takayama, Y., Clore, G. M. (2012) J. Biol. Chem. 287, 2696226970.

高山裕生（たかやま ゆうき）
京都大学・情報学研究科，特定助教
2006 年大阪大学理学研究科博士課程修了．博士
（理学）．UTMB，NIH で博士研究員を経て 12 年よ
り現職．11-12 年日本学術振興会海外特別研究員
（NIH）．
研究内容：生物物理，NMR，MRI
高山裕生
連絡先：〒 606-8501 京都市左京区吉田本町
E-mail: takayamay@sys.i.kyoto-u.ac.jp
CLORE G. Marius
NIH・NIDDK，蛋白質 NMR 部門主任
1979 年 MD，82 年 PhD．英国立医学研究所，独国
マックスプランク研究所を経て，NIH へ．91 年
より現職．
研究内容：NMR，構造生物学
連絡先：5 Memorial Dr., Bethesda, MD 20892, USA
CLORE G. Marius E-mail: mariusc@intra.niddk.nih.gov
http://spin.niddk.nih.gov/clore

図2
Sox2 と POU による転写活性モデル．1）核内に存在する Sox2 は
POU より先に認識部位に結合する．2）POU が DNA に結合する速
度は，Sox2 が存在することで，およそ 13 倍に促進される．そし
て，Sox2 と POU が複合体を形成して転写制御が行われる．3）そ
の後，POU は溶液中に解離することなく，別の DNA に直接転移
する．このとき，Sox2 と POUS は相互作用しているため，互いの
タンパク質がないときよりも転移の交換速度は遅くなる．一方，
Sox2 と相互作用していない POUHD の転移の交換速度は Sox2 の存
在に依存しない．そのため，図 1 下のような状態を経由すると考
えられる．4）Sox2 が DNA から溶液中に解離する．
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黄色ブドウ球菌の膜孔形成毒素の分子機構
田中良和

1.

北海道大学大学院先端生命科学研究院

膜孔形成毒素

病原性微生物は，細胞膜に孔を形成する毒素タンパ
ク質（膜孔形成毒素）を分泌し，ホストの細胞に傷害
を与える．膜孔形成毒素は，可溶性の単量体として分
泌されるが，ターゲット細胞に接すると，膜上で円状
に会合した膜孔中間体を形成した後，膜貫通ドメイン
を細胞膜中に挿入して膜孔を形成する（図 1）．膜孔の
形成により，細胞の内容物は細胞外に漏出するため，
細胞は死にいたる．興味深いことに，哺乳類の免疫系
においても，補体因子 9 や perforin が同様の膜孔を形
成する 1)．したがって，膜孔形成は，非常に広い領域
の生物に保存された普遍的な生存戦略であるといえ
る．さらに，最近，膜孔形成毒素は，ナノデバイスの
1 つとしても大きな注目を集めている 2)．膜孔を分子

図1
膜孔形成機構の模式図（上）と，2008 年当時の構造解析の状況
（下）．（上）2 成分性毒素の模式図．（下）われわれは，1 成分性毒
素の単量体の構造解析を試みたが（白四角のクエスチョンマー
ク），最終的に 2 成分性毒素の膜孔の構造を決定した（黒四角の
クエスチョンマーク）．

が通過する際に生じる電流を計測することにより，1
分子計測が可能な DNA シーケンサーが開発されつつ
ある．このように，膜孔形成毒素は，生物学的観点の
みならず，工学的な側面からも意義深い分子である．
2.

黄色ブドウ球菌の膜孔形成毒素

されていない状態）の構造については，いずれの毒素

院内感染の原因菌として知られる黄色ブドウ球菌

も決定されていなかった．単量体と膜孔の両方の結晶

は，複数の種類の膜孔形成毒素を発現し，ヒトをはじ

構造が明らかにされた膜孔形成毒素はなく，詳細な機

めとしたさまざまな哺乳類の血球細胞を破壊する．黄

構解明に向け，単量体と膜孔の両方の結晶構造が決定

色ブドウ球菌の産生する膜孔形成毒素は主に 2 種類に

されることが切望されていた（図 1 下）
．われわれは

分類される．1 つは，1 成分性の膜孔形成毒素（1 種

最近，2 成分性毒素の γ- ヘモリジンの膜孔の結晶構造

類のポリペプチドの会合体）で，α-ヘモリジンがこれ

解析に成功したのだが（図 1 下の黒四角で囲まれた

に該当する．もう一方は，2 種類のポリペプチド（そ

クエスチョンマーク）7)，その過程では，偶然得られ

れぞれ F 成分，S 成分とよばれる）が会合して機能す

たイレギュラーな結果が大きなターニングポイントと

る 2 成分性の膜孔形成毒素で，γ-ヘモリジンやロイコ

なった．本稿では，膜孔の結晶構造から明らかになっ

シジンがこれに分類される．われわれが研究を始めた

た膜孔形成の分子機構と同時に，膜孔の構造決定にい

2008 年当初，1 成分性毒素は 7 量体の膜孔構造が決定

たる過程についても紹介する．

されていた一方で 3)，単量体の構造は未知であり，他

3.

方，2 成分性毒素については単量体の構造が決定され

MPD による自発的な膜孔形成

．ま
ていたが 4)-6)，膜孔の構造は未知であった（図 1）

上記の通り，2008 年当時，われわれが取り組むべ

た，膜孔中間体（円状に会合してはいるが膜孔が形成

き課題は，
（1）1 成分性毒素の単量体の結晶構造解析

Molecular Basis of Staphylococcal Pore-forming Toxin
Yoshikazu TANAKA
Faculty of Advanced Life Science, Hokkaido 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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と，
（2）2 成分性膜孔形成毒素の膜孔の結晶構造解析

した．さらに，50% の MPD を含む条件下で結晶を得

の 2 つであった．われわれは，前者の方が容易である

ることができ，その構造を決定できた．

と考え，1 成分性毒素の単量体から着手した．

2 成分性毒素の膜孔形成機構

4.

研究開始から間もなく，1 成分性毒素の単量体を
高純度に精製し，良好な結晶を得ることに成功したの

構造解析の結果，LukF と Hlg2 が 4 分子ずつ，交互

だが，驚いたことに，明らかになったのは 7 量体の

に円状に配置した 8 量体構造を形成していることが明

膜孔構造であった．その原因を追求した結果，結晶化

らかになった．単量体中では短い β 鎖となって折り

バッファー中に含まれる MPD により，1 成分性毒素

たたまれていたステム領域が，膜孔構造では伸長し，

が水溶液中でも自発的に膜孔へと会合することがわ

2 成 分 が 交 互 に 配 置 し た β-バ レ ル を 形 成 し て い た

かった 8)．つまり，MPD の効果により，結晶化の過

（図 2）
．それぞれのプロトマーを，単量体の構造と比

程で膜孔形成と結晶成長という 2 つのイベントが進行

較したところ，ステム領域に大きな構造変化が見られ

したことになり，MPD が膜孔の構造解析にこの上

た．単量体中で構築されていたステム領域の 2 次構造

なく適した結晶化試薬であることを，偶然発見したの

は，膜孔形成に際し，すべて崩れ，代わりに，隣接分

である．

子との水素結合が形成されていた．これは，膜孔中間

そこで，われわれは，MPD による自発的膜孔形成

体から膜孔に構造変化する際に，一時的に完全に解鎖

を，
（2）2 成分性膜孔形成毒素の膜孔の構造解析に応

することを意味する．

用することにした．γ-ヘモリジンの構成要素である

これらの構造的特徴をもとに，われわれは膜孔形成

LukF（F 成分）と Hlg2（S 成分）を個別に可溶性の単

機構を提案した．このモデルは，過去 20 年に及び蓄

量体タンパク質として精製し，等量ずつ混合した後，

積されてきた黄色ブドウ球菌膜孔形成毒素の生化学的

MPD を添加したところ，予想通り安定な膜孔を形成

研究を適切に説明するものであった．
おわりに

5.

今回，2 成分性毒素の構造を決定するきっかけに
なったが，1 成分性毒素の単量体の構造解析をめざし
た際の予想外の結果であった．失敗ともいえるような
結果にヒントを得て，より困難な課題を乗り越える駆
動力にしたことは，些細なことも見逃さずに追求する
という研究の基礎の大切さを知るよい経験となった．
単量体と膜孔の構造が明らかになったが，膜孔中間体
の構造はいまだに解析されていない．新たなブレイク
スルーを見つけて，その構造も明らかにしたい．
文

献

1)

Peitsch, M. C. et al. (1991) Curr. Opin. Cell Biol. 3, 710-716.

2)

Clarke, J. et al. (2009) Nature Nanotech. 4, 265-270.

3)

Song, L. et al. (1996) Science 274, 1859-1866.

4)

Olson, R. et al. (1999) Nature Struct. Biol. 6, 134-140.

5)

Pedelacq, J. et al. (1999) Structure 7, 277-287.

6)

Guillet, V. et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 41028-41037.

7)

Yamashita, K. et al. (2011) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 1959319598.

8)
図2
2 成分性毒素の膜孔構造と単量体との比較．（a）8 量体の膜孔構造
（赤：LukF，青：Hlg2）（b）単量体状態と膜孔中での各成分の構造
の比較．各成分ともステム領域が大きく構造変化しているのがわ
かる．LukF に結合した MPD は青の CPK モデルで示してある．（c）
ステム領域の β シート構造の構造変化．膜孔形成に伴い，単量体
中で存在していた水素結合はすべて消失し，新たな水素結合が形
成される．図は一部は文献 7 より転載．

Tanaka, Y. et al. (2011) Protein Sci. 20, 448-456.
田中良和（たなか よしかず）
北海道大学大学院先端生命科学研究院准教授
研究内容：生体高分子の構造機能解析
連絡先：〒 001-0021 北海道札幌市北区北 21 条西
11 丁目 次世代ポストゲノム棟 3F
E-mail: tanaka@sci.hokudai.ac.jp
田中良和
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理論／実験 技術

先端的な蛍光相関分光法を応用した
生体分子のダイナミクスの解析
石井邦彦，田原太平
理化学研究所田原分子分光研究室

が，注目する量を式（1）の形の相関関数に限定すれ
ばこのことは問題にならず，単一分子の情報を抽出す
ることができる．高濃度で実験できるという事実は
FCS の大きな利点であり，このために単位時間あたり
多くのデータを取得でき，速い時間変化も高い精度で
定量することができる．
FCS は一般に分子の並進拡散（ブラウン運動）によ
る蛍光シグナルのゆらぎの検出を通して分子のサイズ
と濃度を決定する用途に応用され，分子間相互作用を
計測する有力な手段としてすでに確立している．この
方面での応用については，現在優れた解説を日本語で
読むことができる 1), 2)．そこで本稿では FCS のもう
1 つの側面，すなわち分子内での構造変化による蛍光
シグナルのゆらぎに着目した生体分子のダイナミクス
計測への応用について述べる．FCS の高い時間分解能
を生かせば，拡散よりも速い時間領域で起こる分子の
構造ゆらぎ，すなわち同期のとれない自発的な構造変
化を探ることができる．ただし，蛍光強度の相関関数
の形状は構造に乏しく，その解釈は必ずしも自明では
ないことが多い．以下の解説では，相関信号をできる
限り正確に解釈するために，付加的な分光パラメータ
（偏光・波長・蛍光寿命）がどのように役立つのか，
それらを FCS に取り入れることで何が新たにわかる
ようになるのかを，われわれが開発した新しい蛍光寿
命を利用した方法も含めてできるだけ直感的な形で説
明することを試みる．

1. はじめに

近年の顕微鏡を用いた分光技術の発展はめざまし
く，蛍光プローブで標識した生体分子 1 分子を顕微鏡
下でとらえ，その動態を追跡することはもはやそれほ
ど耳新しい話題ではない．生物物理研究における基盤
技術の 1 つとして認知されているといってもよいだろ
う．顕微鏡を用いた単一分子分光法には大きく分けて
標的分子を固定して行うものと，水中を自由拡散する
分子を観察する方式の 2 つがある．前者の方がより直
感的かつ厳密に 1 分子を分離して計測できるが，分子
を基板に固定するためにしばしば煩雑な手続きが必要
であり，また基板固定によって分子の性質が影響を受
ける可能性も指摘されている．一方後者の自由拡散分
子を 1 分子計測する方法では，顕微鏡の焦点領域を通
過する 1 分子を蛍光シグナルのバースト（短時間の爆
発的増加）として認識し，分子 1 つ 1 つを区別して解
析する．この方法では拡散により分子 1 つあたりの観
測可能時間が約 1 ミリ秒以下に制限されるが，蛍光標
識した試料分子の希薄な溶液（〜 10 pM）をそのまま
測定できるというメリットがあり，生細胞内計測への
応用も可能である．
後者の単一分子分光法の 1 つの亜種ともいえるのが
蛍光相関分光法（Fluorescence Correlation Spectroscopy,
FCS）である．FCS では比較的高い濃度の試料溶液
（〜 nM）を用いて蛍光シグナルの時間変化を観測し，
一定の時間間隔 ΔT を挟んで蛍光強度 I(T) がどのよ
うな変化のパターンを示すか，すなわち ΔT の前後で
の相関の度合いを以下の相関関数として計測する．
G (ΔT ) =

I (T ) I (T + ΔT )
I (T )

2

.

2. FCS による分子内ダイナミクスの検出

FCS で測定される蛍光強度の相関関数は一般に並進
拡散による寄与 gdif(ΔT) とその他の分子内ダイナミク
スを表す因子 gR(ΔT) の積として表される 3)．

（1）

G (ΔT ) = g dif (ΔT ) g R (ΔT ) + 1.

〈…〉はアンサンブル平均を意味する．FCS の濃度条
件では一般に観測領域に複数の分子が同時に存在しう
るため分子 1 つ 1 つを厳密に区別することはできない

（2）

仮に分子内ダイナミクスに起因する蛍光強度のゆらぎ
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が明暗二状態間の遷移によるとすると，gR(ΔT) は以
下の指数関数形となる．
g R (ΔT ) = K exp ⎡⎢⎣−(k+ + k− )ΔT ⎤⎦⎥ + 1.

（3）

K は平衡定数（K=[ 暗状態 ]/[ 明状態 ]），k+, k− は交換
反応の速度定数である．この式を用いて実測のデータ
を解析すれば分子内ダイナミクスの時間スケールを評
価できる．ただし分子内ダイナミクス gR(ΔT) を取り
出して議論するためには，gdif(ΔT) を正確に評価して
あらかじめ実測データから分離しておかねばならな
い．また gR(ΔT) の内容として，蛍光プローブ分子の
光物理過程（三重項状態の生成消滅等）・分子回転・
周囲の環境変化による発光収率の変動など複数のプロ
セスが関与することにも留意しなければならない．こ
れらのプロセスはしばしば互いに近接した時間領域に
相関信号を示し，信号の解釈を困難にする．このよう
な事情から，観測された gR(ΔT) から特定の情報を取
り出すには，条件を変えながら一連の測定を行うなど
手間のかかる作業が必要になる．
蛍光強度のゆらぎは上記のようにさまざまなプロセ
スに起因するが，蛍光シグナルの偏光や波長，蛍光寿
命などのパラメータに注目すると，これらのパラメー
タのゆらぎがプロセスごとに異なる振舞いを示すこと
に気づく．たとえば，光物理過程による蛍光プローブ
の明滅（ブリンキングとよばれる）は蛍光強度のゆら
ぎを与えるが，基本的に偏光などのパラメータは変化
させない．一方分子の回転が起こると，蛍光シグナル
の各偏光成分がこれに対応した変動を示す．また蛍光
共鳴エネルギー移動（FRET）を用いると，2 種類の蛍
光プローブに対応する波長で蛍光強度のゆらぎを観測
したとき，これらの間に分子の構造変化を反映する相
関が現れる．このように，FCS 実験においては蛍光シ
グナルの全強度を計測するだけでなく，分光パラメー
タを活用して詳細に分析することで相関信号を帰属す
る際に有用なヒントを得ることができる．その具体的
な実現方法を以下にいくつか取り上げて説明しよう．

図1
偏光分解 FCS の概念図．波線の傾きで表現された偏光の向きとプ
ローブ分子の遷移双極子の向きの関係により蛍光強度が変化す
る．これを利用して分子の回転ゆらぎの相関関数を計測する．

合わせを採用して測定を行うと分子の回転による信号
の寄与分だけが差異として現れるので，偏光を分解し
た実験結果を比較すればこの成分を帰属することがで
きる 4)．
偏光分解 FCS で計測される蛍光プローブの回転時
間スケールはプローブ結合部位の運動性やプローブ周
囲の微視的環境のゆらぎの指標となり，他の方法では
得られにくい局所的な動的特性の情報を与える可能性
がある．偏光分解 FCS を用いて生体分子のゆらぎを
研究した例はまだ多くないが，膜中の分子など運動が
制限された環境での特定部位の動きを調べるなど，マ
イクロ秒領域での局所的な分子ダイナミクスを研究す
る目的での利用が期待される．
4. FRET-FCS

FRET を利用すると，2 つの蛍光標識サイト間の距
離を通して生体分子の構造情報を得ることができる．
FCS に FRET 計測を取り入れるには，標的分子に蛍光
プローブ色素を二重標識し，これらの発光波長の違い
を利用して強度ゆらぎを別々に計測する．分子の構造
遷移が起こってプローブ間距離が変化すると，FRET
効率の変化がこれに追随し，2 つの蛍光プローブの蛍
光強度がゆらぐ．この際，FRET のドナー（エネル
ギー供与側）の蛍光強度とアクセプター（エネルギー
受容側）のそれは，分子が高 FRET 効率構造を取る場
合ではドナー（弱）・アクセプター（強）となり，逆
に FRET 効率が低いときはドナー（強）・アクセプター
（弱）となるという具合に，互いに打ち消し合うよう
に振舞う．このように互いに連関したゆらぎを定量的
に扱うためには，以下のように定義される相互相関を
求めればよい．

3. 偏光分解 FCS

蛍光プローブが発する蛍光シグナルは，プローブ分
子固有の遷移双極子モーメントの向きで決まる一定の
偏光を示す．また，励起光の偏光とプローブ分子の向
きの相対的な関係は励起確率に影響を及ぼす．蛍光プ
ローブが回転するとこれに同期して励起確率と蛍光の
偏光の向きが変化するため，適当に励起光・発光の偏
光の組み合わせを選択して FCS 測定を行うと，分子
（遷移双極子モーメント）の回転方向のゆらぎを反映
した相関信号が得られる（図 1）．異なる偏光の組み
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GDA (ΔT ) =

I D (T ) I A (T + ΔT )
.
I D (T ) I A (T )

（4）

ID(T), IA(T) はそれぞれドナー，アクセプターの蛍光強
度である．すると，上記の連関したドナー・アクセプ
ター蛍光強度ゆらぎのために，おのおのの自己相関関
数に比べて相互相関振幅が小さくなるという現象が観
察される．そこで自己相関関数と相互相関関数を同時
に測定してこれらの比を計算すれば，並進拡散成分と
分離して分子の構造ゆらぎを調べることができる 5)．
このように 2 つの蛍光波長での強度ゆらぎの相関を
み る 方 法 を 蛍 光 相 互 相 関 分 光 法（ﬂuorescence crosscorrelation spectroscopy, FCCS） と よ ぶ が， 通 常 FCCS
は別々に標識した分子の結合・解離状態を拡散挙動の
同時性を通じて調べる目的で用いられることが多い．
しかし上記の FRET との組み合わせは，たとえば細胞
中の分子など拡散成分を正しく評価することが難しい
条件であっても分子内ダイナミクスを精度よく調べる
ことができるという長所があり，今後利用される機会
が増えるものと思われる．

図2
蛍光寿命を用いた FCS の測定装置．左図は光子列データの模式図．
各蛍光光子に対して，到着時間 T と直近の励起パルスからの遅延
時間 t が記録される．

数や分光パラメータ（蛍光寿命）を光子ベースで扱う
ことにする．図 2 の装置では TCSPC により各蛍光光
子はその到着時間 T と励起パルスからの遅延時間 t の
情報と共に記録される．これらを多数の光子について
集積した光子列データにおいて，T の軸上での光子の
疎密が蛍光強度の相関関数を与える．つまり T 軸上
で間隔 ΔT だけ離れた光子のペアを単位時間あたりい
くつ見つけられるかを数え，平均の光子計数レートの
2 乗で規格化すると，式（1）と等価な相関関数が得
られる．式で書くと，
∑ {1;Tq −T p = ΔT }
p ,q
G (ΔT ) =
.
（6）
C

5. 蛍光寿命を用いた FCS

上記のようにドナー蛍光・アクセプター蛍光の二波
長同時測定によって FRET 効率 E を計測する代わりに，
ドナー蛍光のみを測定してその蛍光寿命を使って E
を求めることもできる．
E=

τ
IA
= 1− D0 .
τD
ID + I A

（5）

上式で C は規格化定数，Tp, Tq は光子列データ中の p,
q 番目の光子の到着時間を表す．一方，t は蛍光寿命
の情報を担っている．つまり，t のヒストグラムを作
ると蛍光減衰曲線が得られ，これを解析することで平
均の蛍光寿命が求められる．t はある時刻 T の瞬間の
蛍光寿命の期待値であるともいえる．
ここで T と t を互いに関連づけて解析すれば，蛍光寿
命のゆらぎを定量することができる．われわれはこの
ような光子列データを系統的に解析するためのいくつ
かの方法を最近提案した 6), 7)．このうちの 1 つ，寿命加
重蛍光相関分光法 6) では，式（6）で表わされる標準的
な光子ベースの相関関数の計算式の代わりに，光子そ
れぞれの t を重みとして掛けた以下の相関関数を使う．

τD は FRET を反映したドナー蛍光寿命，τD0 はアクセプ
ターが存在しないときの（本来の）ドナー蛍光寿命で
ある．蛍光寿命を使った FRET 計測では，二波長同時
測定の場合に問題となるような波長による観測領域の
ずれ（回折限界の大きさの違いによる）や，ドナーと
アクセプターのスペクトルの重なりによるクロストー
クの問題がなく，またアクセプターとして非蛍光性の
色素（たとえば生体分子に内在する色素）を利用でき
るという利点がある．ただし，蛍光寿命を測定する
ためには FCS の測定装置にパルス発振のレーザー
光源と蛍光シグナルのタイミングを正確に計測する時
間相関光子計数（time-correlated single photon counting,
TCSPC）システムを組み込む必要があり，前節まで
の測定法に比べてコストのかかる実験になる．
蛍光寿命測定を取り入れた FCS に用いる装置は図 2
に示すようなものである．今までは蛍光シグナル強度
を連続量として扱ってきたが，実際の FCS 実験では
ほとんどの場合，蛍光強度を光子の数としてカウント
する光子計数測定が採用されているので，以降相関関

∑ {t t ;T
p q

GL (ΔT ) =
=

q

−T p = ΔT }

p ,q

CL
t (T ) I (T )t (T + ΔT ) I (T + ΔT )
t (T ) I (T )

2

（7）
.

CL は式（6）とは別の規格化定数，tp, tq は Tp, Tq に対
応する光子の励起パルスからの遅延時間である．この
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相関関数には蛍光強度のゆらぎの他に蛍光寿命のゆら
ぎも反映されるため，式（6）の相関関数と比較すれ
ば「蛍光寿命を変化させないダイナミクス（並進拡散
など）」と「蛍光寿命を変化させる分子内ダイナミク
ス」を区別することができる．観測される蛍光寿命に
ゆらぎがなく，その期待値が常に一定の場合には式
（6）と式（7）は一致する．しかし，構造変化などに
よる蛍光寿命のゆらぎ（ないしは不均一性）が存在す
ると，t の重み分だけ式（6）と式（7）にずれが生じる．
図 3 に示すのは，蛍光寿命の異なる 2 種類の色素を
混ぜて人工的に蛍光寿命の不均一性が存在する状況を
作り出し，式（6）と式（7）を実測して比較した結果
である 6)．図から明らかなように，蛍光寿命が一定の
条件（単一の色素のみを含む試料）では見られなかっ
た相関関数のずれが現れている．2 つの相関関数の比
(GL(ΔT)−1)/(G(ΔT)−1) を取ると拡散成分はキャンセ
ルされ，ΔT に依存しない定常的な蛍光寿命の不均一
性が存在することがわかる．これを FRET と組み合わ
せれば，分子内ダイナミクスによる FRET 効率のゆら
ぎが相関比の ΔT 依存性として観測されるはずである．
このように蛍光寿命を使うことで，二波長測定によら
ない FRET-FCS を実現できる．
最近われわれは上記の方法を一般化した 2 次元蛍光
相関分光法を考案した．この方法では，t の値によっ
て光子を分類して相関を計算し，2 次元相関マップを
作成する．この 2 次元相関マップを用いると，FCS 測
定における無相関バックグラウンドを除去し，単一分
子からの蛍光減衰を抽出することができる 7)．また，
系が複数の成分からなる場合（たとえば生体高分子が
異なるコンフォメーションをとり，これらが異なる

FRET 効率を示す場合など）には，各成分の蛍光寿命
と FRET 効率を分離し，これらの成分間の平衡化時間
の情報を得ることも可能である 8)．われわれが 2 次元
蛍光相関分光と名付けたこの新しい蛍光相関分光法に
ついては，別の機会に稿を改めて紹介したい．
6. おわりに

本稿では，種々の分光パラメータを駆使して FCS
をマイクロ秒領域の生体分子ダイナミクスの研究へ応
用するための技術を概観した．FCS で速い時間領域の
ゆらぎを検討する際には単一分子レベルの分光法の宿
命として信号強度の低さの問題が避けられず，限られ
た量のデータを最大限に利用してできるだけ多くの情
報をひきだすという姿勢が重要である．ここで紹介し
た技法は他の多くのバリエーションを含めいずれもい
まだ発展途上であり，現時点において生物物理分野で
広く普及しているとはいいがたい．しかし，本稿で述
べてきたように，FCS はマイクロ秒領域のゆらぎを研
究するためのユニークで強力なツールになるポテン
シャルを秘めた分光法である．さらに，この時間領域
での自発的な構造ゆらぎは近年進歩著しい分子動力学
シミュレーションとの相性がよいため，実験・理論を
統合した説得力あるアプローチを可能にするという側
面もある．今後のいっそうの発展が期待される分野で
ある．
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研究内容：分子分光学
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図3
混合色素試料と単一色素試料で測定した寿命加重蛍光相関関数
GL(ΔT)（■）と通常の蛍光相関関数 G(ΔT)（□）6)．右上図は混合色
素試料の結果から求めた相関比．
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ZZ-exchange 法
ZZ-exchange spectroscopy
NMR 異種核相関スペクトル上で異なるシグナルを
与え，かつ交換しているような系に対して，待ち
時間を系統的にパルス系列中に挿入することで，
交換によるシグナル変化を検出し，各状態の比率，
それらの間の交換速度を定量化する．ms-s の比較
的に遅い運動に対応する．（278 ページ） （岡村）
ベシクル融合法
Vesicle fusion method
親水基板上で脂質ベシクル（リポソーム）が吸着・
融合・開裂を経て平面膜へと自発的に形状変化す
る現象を利用してサポーティッドメンブレンを作
製する方法．Langmuir-Blodgett 法と並んで代表的
な支持膜の作製法である．（284 ページ）（手老ら）
シランカップリング剤
Silane coupling reagent
炭化水素，カルボキシル基，アミノ基などをもつ
ケイ素の化合物（有機シラン化合物）
．ガラスやシ
リコン基板など水酸基をもつ無機物の表面と共有
結合し，表面の親水性や電荷を制御するために用
いられる．（285 ページ）
（手老ら）
ERK
Extracellular signal-regulated kinase
ERK は分裂促進因子活性化タンパク質キナーゼ
MAPK（Mitogen-activated protein kinase） に 属 す
るリン酸化酵素の 1 つである．活性化ループのチ

ロシン残基とスレオニン残基が 2 重リン酸化され
ることで活性化する．活性化 ERK は細胞質から核
内へと移行し，細胞増殖や分化などに関連する遺
伝子の転写制御を行う．（287 ページ）
（青木）
MEK
MAPK/Extracellular signal-regulated kinase kinase
MAPKK（Mitogen-activated protein kinase kinase）
に属するリン酸化酵素の 1 つである．MEK はリン
酸化酵素 Raf によって 2 つのセリンがリン酸化さ
れ活性化する．活性化した MEK は，ERK のチロシ
ン残基とスレオニン残基をリン酸化し活性化し，
下流にシグナルを伝達する．（287 ページ）（青木）
MPD
2-methyl-2,4-pentanediol．タンパク質の結晶化剤
として広く用いられている低分子化合物（分子量
118.18）．有機溶媒であるが，水酸基を 2 つもつ
ため，水にもよく溶ける．黄色ブドウ球菌の膜孔
形成毒素は，10% 以上の MPD 存在下で自発的に
膜孔を形成する．（294 ページ）
（田中）
相関関数
Correlation function
時間や位置に依存する観測量が時間的・空間的に
ある距離離れた地点間でどの程度協同的に変化し
ているかを示す量．系のゆらぎの時間・空間ス
ケールを表現する．本稿では，時間相関関数の意
味に用いている．（295 ページ）
（石井ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

書

数学は世界を変える

評

リリアン・R・リーバー［著］，水谷 淳［訳］
ソフトバンク クリエイティブ（株）
，2011 年，四六判，216 ページ，1,575 円（税込）
．
1942 年に米国で出版された数学の入門書ですが，
2011 年に日本語版が出版されました．数学の本質
的意味だけでなく，数学に限らず，必ずしもすぐに
実用に結びつくわけではない基礎研究の重要性を思
い出させてくれます．挿絵の多さと詩のような文章
から，子供向けの本のように見えるかもしれません
が，内容は深く鋭く，数学の本質とその応用の可能
性が簡潔に書かれています．研究について考え始め
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ている学生や若手研究者が研究への理解を深めるた
めに役立つ本と思います．実社会にすぐに役立つよ
うに見えない基礎研究としての数学・科学の成果が
どのように現実社会とかかわりをもつのか，哲学的
にも思える数学の世界が私たちの研究に向かう思考
回路にとってどれほど重要か，再確認させられる内
容です．
（島根大・生物資源科 青柳里果）
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タンパク質水和理論の新機軸 III．
理論的考察
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

クにおける場合よりもやや高い程度であり，定積過程

. はじめに

における溶質の接触によって系の圧力がやや低下し，

生体分子自己組織化の駆動力を水との相互作用（水

定圧過程では溶媒の若干の圧縮が起こる．しかし，定圧

和）に求めることは一見かなり直感に反する．前回に

過程で圧縮が起こる場合でも，定積過程で生じるはず

も書いたが，タンパク質と水との相互作用（エンタル

の溶媒のエントロピー増加の一部が見かけ上エンタル

ピー）は露出表面積の大きな変性状態を選択する．一

ピー低下に変換されるに過ぎず，溶質の接触による自

方，排除容積効果を考慮すると水の並進配置エントロ

由エネルギー低下は両過程で同じになる 1)．いずれにせ

ピー利得により，コンパクトな構造や凝集構造が選択

よ，ここで問題にしている溶質間引力は溶媒分子の並

され自己組織化が起こる．この時の自己はあくまで水

進移動によって推進される「エントロピー駆動」である．

という環境の中の自己である．水との相関において排

. 水和現象の木下理論

除容積や露出表面積が幾何学的指標となる．このと
き，複雑な形状をもつタンパク質はその両者に複雑に

生体内では，分子レベルの種々の自己組織化や秩序

対応する．ここにエントロピーと形の協奏が生まれる

構造形成が生命現象を支えている．しかしながら，自

素地がある．木下理論によって種々の課題で興味深い

己組織化によって形成された秩序構造は，高圧をかけ

結果が得られることを前回述べた．今回は，朝倉―大

ると崩れる 1)-3)（タンパク質の圧力変性，F-アクチンの

沢理論から木下理論への深化を詳述しよう．

モノマー（G-アクチン）への解離，アミロイド繊維の
解離など）
．また，低温では構造形成力が弱まる 1), 2), 4)

. 定積過程と定圧過程 1)

（タンパク質の低温変性，ミオシンと F-アクチンの結

第 1 回目の図 2 において，溶質の接触を定積過程で

合力の低下など）．これらの現象は，種々の過程の横

考えた．溶質の接触によって溶媒分子の占める空間の

断的共通性の存在を物語っており，ある特定の因子が

容積が増加するので系の圧力が低下すると思われがち

支配的に効くことを示唆している．「エントロピー駆

であるが，溶質の近傍には溶媒分子の高密度層が形成

動の秩序化 1), 2)（水を含めた系全体のエントロピーを

されており，溶質の接触によって高密度層を形成して

増加させるために，生体分子が自己組織化を起こすと

いた溶媒分子の一部が解放されることに注意が必要で

いう概念；生体分子の構造エントロピー損失を水の並

ある．剛体モデルの場合，定積過程でも系の圧力はほぼ

進配置エントロピー利得が凌駕し自己組織化が生じ

完全に一定である．実在の系において，溶質の親溶媒性

る）」および「形態熱力学的アプローチと分子性流体

が高い場合には溶質近傍の溶媒分子層の密度は非常に

用積分方程式論の統合型方法論」が木下理論の 2 本柱

高く，定積過程における溶質の接触によって圧力は上

になっている（溶媒が剛体球系などの単純流体の場合

昇し，定圧過程では溶媒の膨張が起こる．溶質の疎溶媒

には，3 次元積分方程式論を単独で用いる場合も多

性が高い場合には溶質近傍の溶媒分子層の密度はバル

い）
．以下より統合型方法論について説明する．

Revolutionary Protein Hydration Theory III. Theoretical Examination
Masahiro KINOSHITA1 and Kuniaki NAGAYAMA2
1
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
2
National Institute for Physiological Sciences
※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．

300

目次に戻る
タンパク質水和理論の新機軸

度）を有する孤立剛体球溶質に対し統計力学的に Z

. 形態熱力学的アプローチ 5) と分子性流体用
積分方程式論 6) の統合型方法論

を計算し，式（2）を適用して最小 2 乗法によって C1 〜
C4 を決定する．孤立剛体球溶質の Z の計算は，原則

定圧過程におけるタンパク質の折りたたみに伴う系

としていかなる統計力学的方法を用いて行ってもよ

の容積変化はほぼゼロであることが実験的に知られて

い．木下らは，溶媒が剛体球系の場合には単純流体用

7)

いる （ただし，タンパク質の排除容積は大幅に減少

積分方程式論，分子モデルを用いた水の場合には分子

する）．以後，定積過程で考える．溶媒の並進配置エ

性流体用積分方程式論を使用した．一旦 C1 〜 C4 が決

ントロピーを軸にして議論を展開する場合，タンパク

まると，それらを任意の立体構造をもつタンパク質に

質は種々の直径を有する剛体球の結合体としてモデル

も使用する．すなわち，幾何学的指標 Vex, A, X, Y を計

化できる 1), 2)．溶媒は剛体球系（分子直径と充填率は

算するだけで直ちに式（1）から Z が得られる．C1 〜 C4

水の値に設定）または分子モデルを用いた水である．

は溶媒の種類や熱力学条件（温度，圧力など）
，さら

剛体球系溶媒ではエントロピー効果の温度依存性をう

には孤立剛体球溶質の Z の計算で用いた統計力学的

まく再現できず，失敗する場合がある：タンパク質低

方法に依存する．

温変性がその典型例 4), 8) であり，溶媒は分子モデルを

分子性流体用積分方程式論 6) は，系の平衡構造およ

用いた水にしなければならない．形態熱力学的アプ

び物性を対象とする限り，モンテカルロ法や分子動力

5)

ローチ では，任意の立体構造をもつタンパク質に対

学法などの計算機シミュレーションとほぼ同じレベル

し，一般的にその溶媒和熱力学量 Z を 4 つの幾何学

の解析を可能にしてくれる統計力学理論である．単一

的指標（Vex, A, X, Y）の線形結合で表現する：

成分からなるバルク流体を例にとると，温度，数密度
および流体構成粒子間の相互作用ポテンシャルのみを

Z = C1Vex + C2A + C3X + C4Y.

（1）

入力データとして，微視的構造を記述する動径分布関
数や種々の熱力学量を計算できる．溶質の溶媒和特性

Vex ＝排除容積，A ＝露出表面積，X および Y はおのお

をも解析できる．しかし，溶媒が分子モデルを用いた

5)

の露出表面の平均曲率およびガウス曲率の積分値 で

水の場合，分子間の相互作用と相関が重心間距離およ

ある．排除空間は「溶媒分子の中心が入れない空間」

びおのおのの分子の方向の関数（合計で 6 変数関数）

であり，排除空間の容積が Vex，排除空間の表面積が

となり，数学的に相当複雑化する．そのため，タンパ

A である．排除空間も種々の半径を有する球状空間の

ク質を直接扱うことは困難である．そこで，木下らは

結合体となり，半径 r の球からの X, Y への寄与は次の

球状溶質に適用した分子性流体用積分方程式計算と形

通り：
「X への寄与＝平均曲率 1/r にその球の露出表面

態熱力学的アプローチを統合する統合型方法論（以

積 ξ を乗じたもの；Y への寄与＝ガウス曲率 1/r に ξ

後，単に統合型方法論とよぶ）として開発したのであ

を乗じたもの」．第 1 回目で，Vex と A の両方を考慮し

る．溶媒が剛体球系の場合にはタンパク質を 3 次元積

なければならないと述べたが，さらに露出表面の曲率

分方程式論で直接扱うことができる 5) が，形態熱力学

をも組み込む必要があることがわかっている．Z とし

的アプローチと統合すれば，Z を種々の成分または項

て最も重要な量は溶媒和エントロピー S（ある立体構

に分割することによって物理的に見通しのよい熱力学

造に固定された溶質を溶媒中に挿入した場合に生じる

的議論が可能となる．しかも，計算誤差は ±1% 以下

溶媒のエントロピー変化であり，負の量）である．形

に保たれ，計算時間は Workstation 上で 1 立体構造あ

態熱力学的アプローチでは，4 つの熱力学パラメー

たり 1 秒以下に激減する．分子性流体を扱えるもう

ター
（C1 〜 C4）は溶質の形状に依存しないとして扱う．

1 つの積分方程式論として RISM 理論およびその種々

したがって，最も単純な形状を有する孤立した球状溶

の改良型 9) が知られている．分子間の方向相関をあら

質に対して C1 〜 C4 を決定する．孤立した球状溶質（孤

わに考慮していないため，分子性流体用積分方程式論

2

5)

立剛体球溶質）の場合，式（1）は次のようになる ：

よりも数学的にはるかに単純であり，タンパク質を直
接扱うことができる．しかし，水の並進配置エントロ

Z = C1(4πR3/3) + C2(4πR2) + C3(4πR) + C4(4π),
R = (dU + dS)/2.

ピーの温度・圧力依存性を正しく考慮できないなどの
（2）

欠陥があるため，適用範囲がより狭くなる．
. 朝倉―大沢理論と木下理論の比較

dS は溶媒分子直径，dU は孤立剛体球溶質の直径である．
複数の異なる直径（0 < dU ≤ 30dS の範囲内で 10 通り程

第 1 回目で述べたように，朝倉―大沢理論における
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「溶質の幾何学的指標として排除容積のみを考える；溶

表1
溶質の挿入に伴う溶媒和エントロピーの 2 体相関成分の項 1 と項 2，
多体相関成分の項 1 と項 2 の物理的意味

媒のエントロピーには理想気体の表式を適用する」と
いう考え方は水和エントロピー S の評価にも適用でき
る．溶質の挿入によって溶媒分子の並進移動に利用可
能な空間（配位空間）の容積が溶質の排除容積分減少

項1

するので，−S/k = rSVex（k はボルツマン定数，rS は溶

2 体相関成分

多体相関成分

配位空間の減少が系
内の個々の溶媒分子
に及ぼす影響

配位空間の減少に起因する
系内溶媒分子間の混み合い
の深刻化

溶質近傍における
個々の溶媒分子が受
ける配位・配向の変
化

溶質近傍における溶媒分子
間の構造形成
＋
「溶質近傍における個々の
溶媒分子が受ける配位・配
向の変化や溶媒分子間の構
造形成」に起因する系内溶
媒分子の混み合いの緩和

媒の数密度，Vex は溶質の排除容積）となる．水和エ
ントロピー S の観点から見て，朝倉―大沢理論と木下
理論を比較してみよう．

項2

S には溶質―溶媒間の 2 体相関成分と多体相関成分
がある（両成分への分割は積分方程式論を用いて行
う）3), 6)．両成分の意味の違いは図 1 のように説明でき
る．式（1）の Z として S の 2 体相関成分または多体相
関成分を選ぶことにより，各成分をさらに排除容積項
（項 1：式（1）の右辺第 1 項）と露出表面の表面積およ

朝倉―大沢理論では，溶質挿入に伴う排除容積生成

び曲率項（項 2：式（1）の右辺第 2 ～ 4 項）に分割でき

に起因した 2 体相関成分のみが考慮されている．個々

る．項 2 は溶質近傍の溶媒分子からの寄与である．溶

の溶媒分子の存在も，他の溶媒分子にとっての排除容

媒が水の場合には回転エントロピー損失（溶質挿入に

積を生成しており，溶媒分子間にも排除容積効果が生

伴い，近傍の水分子の回転の自由度が低下することに

じる．溶媒分子間のこの相関が，溶質―溶媒間に多体

よって生じる）も含まれる．一方，項 1 はバルクにお

相関をもたらす．多体相関を無視した朝倉―大沢理論

ける溶媒分子からの寄与であり，溶媒が水の場合でも

の適用範囲には限界があり，
「寺嶋らの実験 7) で明ら

回転エントロピー損失は含まれない（回転エントロ

かになった Apoplastocyanin（apoPC）の折りたたみに

ピー損失は排除容積項をもたない）．木下らの研究成

伴う水の大きなエントロピー利得を説明できない（自

果から，回転エントロピー効果よりも並進配置エント

己組織化の推進力としての水のエントロピーの効果が

ロピー効果の方がはるかに大きいことがわかってい

弱過ぎる）
；タンパク質天然状態の安定性は低温でも常

．2 体相関成分と多体相関成分それぞれの項 1

温とほとんど変らない；タンパク質天然状態の安定性

および項 2 の物理的意味を表 1 にまとめた．表 1 のア

は圧力を上げるほどますます高まる 3)」などの破綻例

ンダーラインを引いたもの（図 1 における多体相関に

がある．積分方程式論を用いると，小剛体球集団中の

該当）のみが S に正の寄与をする．2 体相関成分の項

大剛体球間に誘起される Depletion Force でさえ，距離

1 からの S への寄与は溶媒の充填率 h に単純に比例す

の増加と共に引力領域と斥力領域が交互に振動しなが

るが，多体相関成分の項 1 からの寄与は h の増加と共

ら減衰する力になることが示されている 1)．

る

1), 2), 7)

にもっと急激に大きくなる．これは，溶媒分子間の相

図 2 は，溶媒が剛体球系の場合におけるタンパク

関が h に強く依存することの反映である．統合型方法

質の「溶媒和自由エネルギー／(kT)＝－溶媒和エント

論の登場により，各成分の各項がいかなる場合にどの

ロピー／k」
（T は絶対温度）の 2 体相関成分または多

程度の大きさを占めるかを解析できるようになった．

体相関成分を Z として式（1）を適用した場合，第 1
および第 2 係数が h = prSdS3/6（dS = 2.8 Å）にどのよう
に依存して変化するかを示したものである 3)．図中，
横軸には rSdS3 をとっている（常温・常圧の水の値は
0.7317）
．項 1・項 2 共に 2 体相関成分よりも多体相関
成分の方がはるかに大きい．朝倉―大沢理論では C1Pair
のみを考慮し，C1Multi, C2Pair, C2Multi のすべてをゼロと見
なしていることになる．上で述べたように C1Pair = rS
であり，両理論で共通である．低温変性は，タンパク
質―水間多体相関成分の排除容積項の力が低温では顕
著に弱まることではじめて説明できる 4)．低温変性状

図1
溶質―溶媒間の 2 体相関と多体相関の違い．

態はかなりランダムな構造の集まりである．圧力変性
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により，生物物理学における多くの難問が解決できる
のではないかと木下らは考えている．生体内で種々の
自己組織化や秩序構造形成を掌るこの因子は，溶媒の
分子サイズが小さいほど溶媒がデンスであるほど強く
なる．水は非常に小さな分子サイズを有するにもかか
わらず，水素結合のおかげで常温・常圧でデンスな液
体として存在できる：溶媒が水の場合にこの因子は最
強となる．水のこの特性が，「生命に何故水が必要な
のか」という問いに対する 1 つの答である．

図2
Z が「タンパク質の溶媒和自由エネルギーを kT で割ったもの」で
ある場合の式（1）における第 1 係数 C1 および第 2 係数 C2．C1Pair =
2 体相関成分に対する第 1 係数，C1Multi = 多体相関成分に対する第
1 係数，C2Pair = 2 体相関成分に対する第 2 係数，C2Multi = 多体相関
成分に対する第 2 係数．C1 = C1Pair + C1Multi，C2 = C2Pair + C2Multi．第 1
係数の単位は Å−3，第 2 係数の単位は Å−2．

最後に，共同研究者に感謝したい．
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の競合」への転換が起こることによって生じ
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きる構造（水分子が 1 分子層程度内部に侵入して膨潤
した構造）となる．いずれの変性に対しても，従来の
木下正弘（きのした まさひろ）
京都大学エネルギー理工学研究所教授
工学博士．1979 年京都大学大学院工学研究科修士課程終了（84
年工学博士）．日本原子力研究所核融合研究部研究員，京都大学
原子エネルギー研究所助教授，京都大学国際融合創造センター創
造部門教授を経て，2007 年より現職．
研究内容：液体の統計力学，固液界面科学，理論生物物理学
連絡先：〒 611-0011 京都府宇治市五ケ庄 京都大学エネルギー
理工学研究所
E-mail: kinoshit@iae.kyoto-u.ac.jp
永山國昭（ながやま くにあき）
自然科学研究機構生理学研究所特任教授
理学博士．1973 年東京大学大学院理学系研究科満期退学，74 年
理学博士．同助教，日本電子（株）生体計測学研究室長，科学技
術振興事業団プロジェクト総括責任者，東京大学教養学部教授，
生理学研究所教授，岡崎統合バイオサイエンスセンター教授を経
て，2011 年より現職．
研究内容：電子線顕微鏡学，画像科学，生命の熱力学的基礎論
連絡先：〒444-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山 5-1 生理学研究所
E-mail: nagayama@nips.ac.jp

2 体相関レベルでの物の見方（朝倉―大沢理論を含む）
では説明できない．
木下らの研究成果から，3. で述べた「ある特定の因
子」が水の並進配置エントロピーの多体相関成分（な
かでもその排除容積項）であることや，朝倉―大沢理
論では考慮されていないこの因子が「疎水性」の本当
の物理起源であること 8) などがわかってきた（3. で述
べた低温における構造形成力の弱化は，メタンの溶解
度が約 70°C から温度を下げると高くなることや，非
イオン性界面活性剤のミセルの平均サイズが約 50°C
から温度を下げると小さくなることとも密接に関連し
ている）
．従来の生体系の研究では欠落していたこの
因子を水に対して分子モデルを採用して正しく計算
し，これを主因子として他の因子を加え合わせること

談
話
室
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日本生物物理学会第50回年会報告
室

日本生物物理学会若手奨励賞
―第 8 回選考過程報告―

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

先日開催された第 50 回年会において，第 8 回若手

られ，第 2 回目の審査では，分野の偏りも配慮するこ

奨励賞の受賞者が決まりました．ここでは，審査の過

とにしました．第 1 回目の審査で比較的高得点を得て

程と結果について簡単に報告します．本年の年会は，

いた応募者を第 1 次審査員全員で再評価し，若手奨励

昨年同様 9 月に開催されましたので，若手奨励賞募集

賞候補者としてふさわしい応募者を，分野も考慮して

の日程もほぼ昨年と同じでした．回を重ねるにつれ

それぞれの審査員に 3 名ずつ選んでいただきました．

て，若手奨励賞の知名度が上がると同時に，入賞はな

この結果を集計し，得票の多い順に最終的に残り 3 名

かなかむずかしいという評判が定着しはじめたため，

の通過者を決定しました．

応募者数の増減が予想できませんでした．募集を締め

以上のような過程をへて選ばれた 10 名の若手招待

切ってみると，今年度の応募者数は 41 件で，昨年よ

講演者に，9 月 22 日の年会 1 日目午前に講演してい

り約 10 件減少してしまいました．入賞するのはむず

ただき，その講演を 10 名の第 2 次審査員が審査しま

かしいという評判がまさってしまったようすです．分

した．第 2 次審査員のうち 3 名は，第 1 次審査を担当

野の内訳は，1. 蛋白質の構造と機能（12 名），2. 蛋白

していただいた方にお願いしました．審査の継続性と

質の物性（2 名）
，3. 核酸（0 名），4. 細胞生物学的課

別の角度から審査することの 2 点をバランスよく取り

題（7 名）
，5. 光生物（3 名），6. 筋肉（1 名），7. 分子

入れることを考えた結果です．第 2 次審査では，各審

モーター（5 名）
，8. 生体膜・人工膜（3 名），9. 生命

査員の持ち点の合計を 5 点とし，一演題に対して賦与

情 報 科 学（1 名），10. イ メ ー ジ ン ク・ 計 測（1 名）
，

できるのは最高 2 点までとしました．今年度の若手招

11. 脳・神経（2 名），12. その他（4 名）でした．昨年度

待講演シンポジウムは，名古屋大学豊田講堂のいちば

の応募状況と比較しますと，タンパク質の物性（6 名

ん大きな会場で行われました．午前 9 時からのセッ

→ 2 名）と核酸（2 名→ 0 名）
，イメージング・計測

ションで，最初は聴衆がやや少なかったですが，だん

（4 名→ 1 名）の応募が目立って減少していました．

だんと増え，これからの生物物理学を担っていく若手

審査は，例年通り二段階に分けて行いました．第 1

の講演を多くの会員に聴いていただけて，たいへんよ

次審査では，提出していただいた書類による選考を行

かったと思います．

いました．第 1 次審査員は 10 名で構成され，1 人の

この若手奨励賞では，若手招待講演者に選ばれるだ

応募者を 5 名の審査員で評価することで，公平な審査

けでも，上記のように高い難関を突破しなければなり

となるようにしています．10 点満点で点をつけると

ません．若手招待講演者に選ばれること自体が業績の

共に，5 名から 7 名程度の招待講演者としてふさわし

ひとつと考えてよいと思います．そのような思いか

いと思える応募者を，各審査員からあげていただきま

ら，若手招待講演者に選ばれた方には，講演シンポジ

した．審査員全員の結果をまとめ，まず第 1 次審査通

ウムの最後に学会長より招待講演証を贈っています．

過者 7 名を決定しました．10 名の通過者をいきなり

年会初日の夕方に行われた審査員の意見交換会で

決めないのは，研究分野に極端な偏りがあった場合に

は，例年になくかなり深い議論がなされました．各講

それを是正する機会を残すためです．今年は，第 1 次

演内容について，どの部分がどのように新しいのか，

審査の第 1 回目通過者 7 名の研究分野にやや偏りが見

どのような未来があり得るのかなどを全員で議論しま

Early Research in Biophysics Award —Report on the Eighth Award Nomination Process—
Kei YURA
Graduate School of Humanities and Sciences, Ochanomizu University, Center for Informational Biology, Ochanomizu University
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「生体分子モーターのストレインセンサー機構の発
見とエネルギー変換への寄与の定量化」
* 岡部弘基（東京大学大学院薬学系研究科）
「生細胞内における温度分布のイメージング」
加藤英明（東京大学理学系研究科）
「光駆動性陽イオンチャネルであるチャネルロドプ
シンの結晶構造解析」
* 島袋勝弥（宇部工業高等専門学校物質工学科）
「Ascaris 精子をもちいたアメーバ運動装置の in vitro
再構成」
* 永田

崇（総合研究大学院大学先導科学研究科）

「クモにおけるピンぼけ像を用いた新規距離知覚メ
図1
懇親会における授賞式後の記念撮影

カニズム」
* 中村照也（熊本大学大学院生命科学研究部）
「DNA ポリメラーゼ h によるホスホジエステル結

した．日本生物物理学会の若手奨励賞とはどうあるべ

合形成を観察する」

きかという議論にもいたりました．10 名の発表内容

服部素之（オレゴン健康科学大学ボラム研究所）

は非常にレベルが高く，どのようにして 5 名を決定す

「P2X 受容体の ATP 認識機構およびチャネル活性

ればよいのかを徹底的に議論しました．審査員にとっ

化機構」

ても，生物物理学およびこの学会のこれからはどうあ

濱田

るべきかを考えさせられる，真剣な議論になりました．

イエンス研究科）

若手奨励賞の発表と授与式は，例年通り年会第 2 日

勉（北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサ

「脂質膜へテロ界面はナノ物質をサイズ依存的に識

目の懇親会で行われました．今回も 1 名ずつ名前がよ

別する」

ばれるたびに，拍手喝采と祝福の声があがりました．

原田隆平（理化学研究所計算科学研究機構）

若手奨励賞を受賞された方々には，学会長より賞状が

「細胞環境における蛋白質の構造安定性とダイナミ

贈られ（図 1）
，楯が後日お手元に届いていることと

クス」

思います．

* 渡邉力也（東京大学大学院工学系研究科）

私が若手奨励賞を担当しました今年と昨年の 2 回

「FoF1-ATP 合成酵素のプロトン駆動力による回転

は，女性若手研究者の応募が少なかったのが残念で

運動の直接観察」

す．今年の応募者のうち女性は 1 名で，その方も第 1
次審査を通過しませんでした．女性若手研究者のみな

第 1 次審査員 10 名

さん，ぜひとも臆することなく応募してください．が

石島秋彦，大沼

んばっている女性若手研究者が在籍する研究室を運営

高田彰二，瀧ノ上正浩，政池知子，光岡

薫，

南野

敬）

されている先生方は，ぜひとも応募の後押しをしてあ
げてください．来年の若手奨励賞表彰の舞台に，女性

徹，村上

清，定本久世，須藤雄気，
緑（とりまとめ

由良

第 2 次審査員 10 名

研究者がいることを願っております．

相沢智康，石渡信一，大沼

最後に，お忙しい中審査をしていただいた審査員の

清，桑島邦博，

瀧ノ上正浩，徳永万喜洋，難波啓一，光岡

方々と，今回応募してくださった 41 名の若手会員の

山下敦子，由良

薫，

敬

みなさんに感謝するとともに，若手招待講演者に選ば
れた方々，若手奨励賞を受賞された方々に，心からの

日本生物物理学会若手賞のホームページ

お祝いを申し上げます．今後みなさんが，生物物理学

http://www.biophys.jp/ann/ann01.html

と日本生物物理学会の発展に貢献してくださることを

由良 敬（ゆら けい）
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授・生命情報
学教育研究センター長
〒 112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1
E-mail: yura.kei@ocha.ac.jp
URL: http://cib.cf.ocha.ac.jp/yuralab/

期待しております．
招待講演者および若手奨励賞受賞者（* 印）

岩城光宏（理化学研究所生命システム研究センター）
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る学生が育ってくれることを期待して，ともに研究に
励んでいきたいと思います．
笠原浩太
震災の 1 ヵ月後，スーパーで食品も普通に手に入る
ようになったころ，研究室の学生たちが戻ってくるの
と入れ替わりに大阪大学蛋白質研究所に 2 ヵ月間ほど
出向しました．そのころ多くの研究機関が被災研究者
の支援を打ち出しており，共同研究先であった蛋白研
の制度を利用させていただいた形です．おかげさまで
不自由なく研究を続けることができ，快く受け入れて
いただいた中村春木教授ならびに研究室のみなさまに
は感謝しております．いつもとは違う環境で，異なる
視点をもった人たちとディスカッションさせていただ
くことは非常に刺激になり，研究に弾みもつきまし
た．それまでまったくうまくいかなくて悩んでいたシ
ミュレーションが，蛋白研でようやく実を結んだのも
よい思い出です．
「ピンチをチャンスに」という訳ですが，何もピン
チでなくても短期で他の研究室にお邪魔することはと
ても勉強になります．震災前にも，できれば学生のう

支 部 だより
Welcome to TOHOKU

中村修一 1，笠原浩太 2，真壁幸樹 3，藤原

慶1

1

2

東北大学工学研究科
東北大学情報科学研究科
3
山形大学理工学研究科

2012 年，東北支部だよりは，震災を前後して着任
した Newcomers 特集．（東北地区編集委員）
中村修一
私は，平成 22 年 12 月に阪大（難波研究室）から東
北大学に異動しました．所属は，工学部の応用物理学
専攻です．生物系出身の私にとって，応用物理学は
まったく未知の世界でしたが，近い将来での実用化や
新物質の発見を夢見ながら超電導や熱電変換といった
研究に没頭する学生や先生方を見ていて，今ではその
魅力に引き込まれている気がします．
私が着任した生物物理工学研究室は，工藤成史教授
（前所属：桐蔭横浜大学）が平成 22 年 4 月に 1 人で立
ち上げられた新しい研究室で，
「応用物理学専攻に生
物物理の実験系研究室を」という専攻の方針がきっか
けだったそうです．細菌べん毛モーターの動作機構や
走化性応答に関する研究がおもなテーマです．現在，
私は学部生対象の学生実験を担当しており，そこで
は，べん毛モーターの回転計測データの解析を体験し
てもらっています（物理系実験室には菌をもちこめな
いので，データ解析だけです）
．生物の授業を受けた
ことがある学生はほとんどいません．しかし，べん毛
モーターの回転データを前に，物理系ならではの興味
深い議論が交わされることがあります．もともと，生
物物理にはさまざまな分野の人たちが集います．異分
野融合というのは，生物物理学者が得意とするところ
かもしれません．研究室に所属している学生たちの机
には，難しい式がびっしり並んだレポートや教科書が
積まれています．この中から，将来私たちと一緒に生
物物理を楽しみ，さまざまな研究分野との懸け橋にな
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プレハブ研究棟にある工藤研実験室にて．前列中央が工藤教
授，後列右から 3 人目が筆者（中村）．

naka@bp.apph.tohoku.ac.jp（中村）
kasahara@ecei.tohoku.ac.jp（笠原）
makabe@yz.yamagata-u.ac.jp（真壁）
fujiwara@molbot.mech.tohoku.ac.jp（藤原）
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ちにもっとやっておくべきだったと思っています．
日々の仕事もあるので難しい面はありますが，いろい
ろな機関で短期受入のための制度がありますし，検討
してみるとよいかもしれません．

学位をとってからは基礎科学の研究テーマをおもに
行ってきましたが，工学部に戻ってきたので，工学応
用をめざした研究についてもこれからは進めていきた
いです．これからどうぞよろしくお願いいたします．

真壁幸樹
今年の 4 月より山形大学理工学研究科に着任して東
北地方に戻ってきました，真壁と申します．僕は福島
県郡山市出身で大学・大学院は東北大でしたので東北
地方はホームグラウンドです．4 月までは分子科学研
究所・岡崎統合バイオサイエンスセンター桑島邦博教
授の研究室で助教としてお世話になっていましたが，
桑島教授が来年退職を迎えられるのと，昨年の大震災
で地元に貢献したいという気持ちが強くなり，帰って
きました．4 月以来，研究室の立ち上げに奮闘してい
ます．山形大学工学部は山形県米沢市にあります．米
沢市は山に囲まれた田園風景のとても美しい町です．
しかし，冬は雪がものすごく多い豪雪地帯です．着任
するために 3 月も終わりの頃に米沢を訪問したとき
は，春がもうすぐというのに，圧倒的な量の雪が残っ
ていて驚きました．町のほとんどは 1 メートルくらい
の雪に覆われていて，この雪は 5 月まで残っていまし
た．東北育ちなので雪にはなれていると思っていまし
たが，甘かったです．はじめて迎える冬に今からドキ
ドキしています．

藤原 慶
准教授に着任した野村とともに，震災後に京都より
仙台へと赴任いたしました藤原です．赴任当初は，開
かぬままに震災を体験した段ボールの開梱とラボの
セットアップが最初の仕事となりました．これらの力
作業に加え，毎日の山登り（青葉山キャンパスは山の
上）もあって数ヵ月でたくましい青年となったあた
り，何の研究をしていたか忘れかける有様でした．野
村准教授との綿密なディスカッションの結果，物質か
らの細胞の再構成がテーマだと思いだし，そこから
1 年精進する毎日です．研究室ではロボット工学出身
の教授と，人工細胞専門の准教授のもと，動くロボッ
トを生体分子（おもに DNA）で作製し，感覚や知覚を
付与することでより多機能にする研究が進行していま
す（参考：今年度からの新学術領域「感覚と知能を備
えた分子ロボットの創成」
）
．将来は（現存の細胞とは
まったく異なった）知的な自己複製する人工体が創ら
れる予定です．学生は年々倍増し，来年度は 20 名を
超えます．3 年生として配属された学生は，分子工作
入門という科目を履修した 1 年生と共同して，生体分
子ロボットデザイン学生コンテスト（BIOMOD）に
向けプロジェクトを稼働させるところから始めます．
昨年度は学生たちの努力もあり第 1 回 BIOMOD にて
金賞を受賞，これからの彼らの活躍が楽しみです．
コラム：震災から 1 年余 昨年 3 月 11 日の震災から
1 年半が経ち，私の所属する東北大学にはほぼ震災以
前の風景が戻った．損傷の激しい建物が取り壊された
（取り壊されつつある）青葉山キャンパスの一部の区
域は例外であり，ここに新棟が建つのは 2 年先（2014
年春）のことだ．これらの建物に居を構えていた研究
室は，昨年秋に完成したプレハブで実験を再開してい
る．私の研究室は街中のキャンパスにある研究所・研
究室の好意によって居室と実験室の一角を提供してい
ただいて仕事をしている．同じ学科の他の研究室とは
距離をおくことになり，ちょっとした留学気分であ
る．留学とのちがいは，あいかわらず授業と会議があ
ることだ．地震直後には，当分は大学の機能は麻痺
し，好きな研究に時間をたっぷり使えるだろうと悦ん
だが，それは叶わぬ夢だった．
地に足のつかぬことばかり考え
ていると，森見登美彦氏の小説
に登場する京大生，樋口氏のよ
うに空中浮遊の術を会得するか
もしれない．
（佐々木一夫）

米沢は蕎麦がおいしいです．写真はそば処よし原さん．

第 1 回 BIOMOD における学生たち
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を網羅するくらい多岐のテーマで，夏の学校が開催さ
れてきました．
3. 今回の夏の学校でめざしたもの
そこで，私たち，今年の夏の学校スタッフは，特定
の現象に焦点を当てるのではなく，生物物理の存在意
義と有用性を，参加者が実感できるような夏の学校を
開催しようと考えました．
私たちは，生物物理学を，
「多様な分野で培われた
知識・経験から，生命現象の各階層の物質科学的な理
解と，各階層をつなぐ原理・原則を見いだす」ことを
目的とした学問であるため，生物物理学では，多様な
学術分野が交流するだけでなく，実験技術の開発や知
識の集積によって年々求められる研究は移り変わって
いくと考えました．
そこで，私たちは，次の生物物理学を担う若手研究
者に，どのような新しい研究をめざすべきか？を見い
だすきっかけを得ることができる夏の学校をめざし，
「生物物理学とは何か」を夏の学校のテーマに設定し
ました．

若 手 の 声
〜第 52 回生物物理夏の学校報告〜

柴崎宏介
北海道大学大学院生命科学院

1. はじめに
生物物理若手の会は，生物物理学会の後援の下，研
究者の分野横断的な交流の活性化を目的とした，若手
研究者の集まりです．生物物理若手の会には，生物を
扱う人間のみならず，純粋に物理学や数学を専攻して
いる方もおります．
，関東，中部，北
全国に関西（大阪＋京都＋神戸）
海道の支部があり，各地方で，異なる研究室の若手研
究者との人間関係を築く機会を増やす活動を行ってお
ります．
そして，年に 1 回，生物物理若手の会は，
「生物物
理若手の会夏の学校」を開催しております．
「生物物理若手の会夏の学校」
（以降，夏の学校と記載
させていただきます）は，生物物理分野とその周辺分野
の若手研究者を全国から集め，分野横断的な議論と，
異分野間の人脈の構築を促す合宿形式の勉強会です．
52 回目となる 2012 年の夏の学校は，北海道支部が
中 心 と な っ て，8 月 31 日 〜 9 月 3 日 ま で の 4 日 間，
支笏湖ユースホステル（千歳市）において開催され，
講師 13 名と 5 名の若手研究者によるご講演，約 30 名
のポスター発表，参加者全員によるグループ討論が行
われ，約 60 名の方に御参加いただきました．

4. 当日のようす
8 月 31 日のオープニングには，茂木健一郎先生（ソ
ニーコンピュータサイエンス研究所）をお招きし，人
の意識に対する研究アプローチについて御講演いただ
きました．茂木先生のご講演を通じて，参加者は，統
計学では扱えない，意識と生命の不思議さと，既存の
生物物理にとらわれない自由な発想を学ぶことができ
たと思います．
9 月 1 日のメインシンポジウムでは，池上高志先生
（東京大学），鈴木誠先生（東北大学），諸熊奎治先生
（京都大学）をお招きし，先生方の御視点から，次世
代の生物物理学についての展望をご講演いただきまし
た．さらに，御講演いただいた展望について，参加者
が，先生方と積極的に議論する機会を設けるために，

2. 今までの夏の学校
例年，夏の学校は，運営委員がテーマを設けて，生
物物理および周辺分野の著名な講師をお招きしたシン
ポジウム，若手研究者自身のポスター・口頭発表，毎
晩続く自由参加形式の懇親会からなります．
夏の学校のテーマは，スタッフ同士が議論して決
め，招待する講師を決めます．今までに，「生物にお
ける運動とエネルギーの物理―実験と理論の調和―」
（2011 年）
，
「細胞への挑戦〜 Frontier Spirit」
（2009 年）
，
「脳の階層構造―細胞 / 神経回路 / 行動」
（2008 年）
，
「タ
ンパク万博」
（2005 年）など，生命現象のほぼすべて

茂木先生のご講演のようす．生物物理以外にも，社会現象に
対する，認知科学的な研究アプローチもご紹介いただき，講
演中にもたくさんの質問が寄せられました．

E-mail: shibasaki_kou@mail.sci.hokudai.ac.jp
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（稲垣直之先生＋寺前順之介先生），
「DNA を究める，
DNA を創る，DNA で創る」
（岩井成憲先生＋杉本直
己先生）
，「生命現象の影役者〜水分子」（秋山良先生
＋松木均先生）
講演は，座長，オーガナイザー，講師の趣向が凝ら
された魅力的なものになりました．参加者は，講演の
比較を通じて，講演の多面的理解と位置づけを行うこ
とができたと思います．
9 月 3 日のクロージングでは，杉山滋朗先生（北海
道大学）にご講演いただきました．新規の科学技術を
社会に導入するにはどのようなコミュニケーションが
必要かを，合成生物学を例にとって，ご講演いただき
ました．講演形式は，参加者がグループごとに分か
れ，グループ内で議論して，意見をまとめて発表し，
杉山先生と議論する形式でした．
杉山先生は，生物物理とはまったく関係のない自然
史学・科学コミュニケーションの分野の御専門であ
り，生物物理学関連の背景をもつ参加者との対話は，
文字通り研究者の一般人に対するコミュニケーション
スキルの向上につながったと思います．

「トランスレーション」という試みを行いました．こ
の試みは，複数の参加者が講演を聞いた感想・意見を
互いに発表して，話し合い，その話し合って得られた
意見を題材に，講師と生物物理の展望について議論す
るものです．
トランスレーションを実際に導入してみると，議論
が白熱して，時間内に収まらず，苦労しましたが，講
師同士の討論，講師と参加者の熱い議論ができたと思
います．
9 月 2 日の分科会では，生物物理の多様性を尊重す
るとともに，講演内容について多面的な理解を促すた
めに，2 講演を 1 セッションとして座長を設け，各
セッションにテーマを設定する「座長制分科会」を導
入いたしました．
分科会のテーマは，座長と，講師の世話役である
オーガナイザーが，講師と話し合いながら，決定しま
す．その結果，テーマは，以下のような，講師の特色
を活かした多様なものになりました：
「細胞接着を生
物・物理から観る」（米村重信先生＋細川陽一郎先
生）
，
「トップダウンとボトムアップの融合を探る」

5. 今後の展望
各地方の生物物理若手の会は，日々異分野交流を促
す活動を，精力的に行っております．その中でも，生
物物理夏の学校は，最大級のイベントです．
夏の学校のスタッフにとって，夏の学校の運営，支
部活動を，自分の研究と両立させるのは，たいへんな
ことも多々あります．
しかし，夏の学校の運営を通じて得られる，
・現代の生物物理学の課題を自ら考え，議論する機会
・シンポジウムの企画・立案・運営に必要な，異分
野のメンバーと一緒に仕事をするスキル
・異分野間の人間関係
は，非常に貴重なものであり，スタッフに，自身の研
究に対する位置づけ，展望を開かせるだけでなく，対
人能力の向上も促し，ひいては，生物物理学全体の発
展に貢献するでしょう．
また，今回の夏の学校開催中に，来年の夏の学校
が，香川璃奈さん（九段下病院）を中心に，東京で開
催されることが決定しました．来年以降も引き続き，
若手研究者の研究交流が活発に行われることを願って
やみません．

「トランスレーション」にて，池上高志先生が，参加者に向
けて，生命の研究について熱いメッセージを投げかけてくだ
さいました．

本研究会の開催にあたり，日本生物物理学会，京都
大学基礎物理学研究所から多大なるご支援をいただき
ました．また，ご多忙の中，講演を引き受けてくだ
さった講師の皆様，ご協賛いただいた企業の皆様，参
加者の皆様，運営に協力してくださったスタッフの皆
様，生物物理学会の皆様および若手の会の皆様に，深
く感謝いたします．

分科会における，秋山先生のご講演のようす．秋山先生は，
参加者に統計力学を実演しながら，研究に対する理解を深め
る形式の講演をしてくださいました．
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海 外 だより
イギリスで思うこと

井上勝晶
Diamond Light Source

Diamond Light Source 遠景

田舎暮らしが大好きなイギリス人が， ぜひ一度は
住みたい

と憧れるのどかな Oxfordshire の片田舎，

Harwell 村と Chilton 村にはさまれた広大な牧草地と麦

で，同じ英語を話していても違ったアクセントが常時

畑 が 広 が る 丘 陵 地 帯 の 真 ん 中 に あ る Diamond Light

聞こえるなかなかエキサイティングな雰囲気である．

Source は，イギリスで唯一の放射光施設である．銀色

私が Diamond に Senior Beamline Scientist として着任し

のドーナツを地面にぽんと置いたような，あるいは宇

て 9 月で 5 年目に突入した．ここでのおもなタスクは，

宙からの飛来物が着陸してそのままになっているよう

Diamond では 2 本目となる X 線小角散乱ビームライ

な建物は，周りの緑の風景とはよい対照を成している

ン（HATSAXS Beamline）の建設，運営そしてビーム

が，やはりその外観は独特で，ここが研究施設以外の

ラインを利用して自分自身の研究を行うことである．

何かであったならきっとよいことには使われていない

HATSAXS Beamline は現在建設中の 6 本のビームライ

という印象を与えるに違いない．しかし実態はイギリ

ンのうちの 1 本で，この夏光学ハッチにすべての光学

ス政府が 86%，かの有名な The Wellcome Trust が 14%

コンポーネントが設置され，現在鋭意光学系のコミッ

を出資して運営されている歴とした共同利用研究施設

ショニングを進めている．2013 年の春までには光学

で，現在約 200 人のサイエンティスト，100 人のエン

系に加え実験ハッチのすべてのコンポーネントも設置

ジニア，そしてテクニシャンや事務系の職員を含める

される予定で，その後すべてのコミッショニングを経

と総勢 500 人近くが働くかなり大きめの職場である．

て 夏 前 に は ユ ー ザ ー に オ ー プ ン さ れ る．HATSAXS

2007 年に女王陛下を迎えて華々しく開所した後，施

Beamline でターゲットとされるサンプルは生物系およ

設は ほぼ 順調に運営および建設が進められており，

び材料系を問わず多岐にわたり，とにかく ハイス

現在 19 本のビームラインが稼動し国内外から広く

ループット

ユーザーを受け入れている．このほか現時点で 6 本の

して，すでに稼働中のもう 1 本の小角散乱ビームライ

ビームラインが建設中で，これに加えさらに 6 本の

ンと連動することで，スタティック測定からダイナ

ビームラインの建設が追随して始められ，2017 年ま

ミックな系に対する測定まで幅広くさまざまな測定手

でに合計 31 本のビームラインが稼動することが決

法がカバーできるようになる（はずである）．これま

まっている．放射光施設としては中型で，規模自体は

での丸 4 年間を振り返ってみると，取り立てて若いこ

フランスの ESRF や日本の SPring-8 には及ばないが，

ろに日本以外の国で過ごした経験もなく，イギリスに

複数のビームラインがいまだ建設中で全体としてまだ

強いコネがあったわけでもなく，ただただ幸運とそれ

にデータをとることをめざしている．そ

ともいえる段階であることもあり，活気と

に乗っかる勢いとでやってきた英語もおぼつかない自

いう点ではほかの施設にも負けていないと思う．何よ

分が，どうやって仕事をこなしてきたのか（すべてが

り， 世界一の研究施設であるためには世界に開かれ

きちんとできたかどうかは別として）自分自身で不安

ていなければならない

でもあるし，一方でイギリス流に

青年期

という思想が根底に流れてい

優雅に

流れる時

間の中で 1 つ 1 つの経験を自分自身の中に蓄積しなが

るためか，どの部署もどのビームラインも国際色豊か

ら一歩ずつ前進してきたかなという思いもあり，何と
もいえない不思議な感覚にとらわれる．しかし総じて

E-mail: katsuaki.inoue@diamond.ac.uk
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いの気持ちでこなしていくという高度なメンタリティ
をこの国の人たちに教えてもらったような気がする．
そしてここで全般的に楽しんで働けていることには，
この

ような気がする

がかなり効いている．一方仕

事を離れた生活の面では，こちらもイギリス流を大い
に楽しんでいる．まず食に関しては，ステレオタイプ
にいわれるほど悪くはない（決してベストではない
が）
．イギリス人によると特にこの 10 年間でイギリス
の食事はいい方向に大きく変わったそうで，確かにど
のパブに入ってもおいしいものが食べられるし，本格
的インドカレーの店もあちこちにありこれもほんとう
においしい．日本食の食材は車で 20 分くらい走って
Oxford まで行けば基本的なものに苦労することはな

建設中の HATSAXS Beamline

いし，新鮮な魚もある程度手に入れることができる．
今住んでいる Abingdon-on-Thames は古い町並みが残る
いえるのは心の底から楽しんで働いているということ

テムズ川沿いのきれいな町で，休日に川辺を散歩する

である．ここでの仕事はここに来る前に日本で勤務し

のも悪くない．よくないことといえば，実際のところ

ていた SPring-8 での仕事との共通点も多く，SPring-8

日本での暮らしに比べると特に公共サービスの点では

での経験が活かせたことは大きな助けとなった．しか

圧倒的に不便なことが多く，日本がいかに便利に暮ら

し一方でその経験を強く期待されていることもよくわ

せるようになっているかを痛感する．イギリスの天候

かっているので，それをうまく取り入れることができ

は，これはステレオタイプにいわれる感じに近いの

なかったり，取り入れようとしてもうまく伝えること

で，たまに日本の暑い夏が無性に恋しくなる．そして

ができなかったりしたときには大いに落ち込んだりも

なんといってもたまには温泉につかりたくもなる．こ

した．そういうときにはイギリス人の同僚はいつも

うしてみるとやはりすべての面で

“Enjoy!” とか “Have fun!” などと励ましてくれるので，

ないこと半分

なんだか落ち込むようなことでも楽しんだりしないと

で暮らしている．そして日本のよいところと悪いとこ

いけないんだという気分になってかなり救われた．よ

ろ，イギリスのよいところと悪いところを発見し比べ

くいわれるとおり確かに

つつ，いつの日か少しだけいろいろなことを誰かに伝

半分

いいこと半分よくないこと

なのであるが，半分のよくないことをきちんと

いいこと半分よく

である．しかしそれをとにかく楽しん

えられるようになるかなと思ったりしている．

受け止めつつそれを前向きに，ともすると楽しむくら
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書

クロロフィル―構造・反応・機能

評

三室 守，垣谷俊昭，民秋 均［著］
裳華房，2011 年，A5 判，324 ページ，4,200 円（税込）
．

れています．クロロフィルの命名法など混乱しやす
い部分の丁寧な解説があり，さまざまな分析手法の
解説が最後の章に集められているので，実用的な本
としても使えます．クロロフィル，光合成研究の分
野に入ったばかりの研究者や，他分野の研究を理解
したい研究者も読むべき 1 冊となるでしょう．
（東北大・理 柴田 穣）

会誌に掲載されている記事の多くは会誌編集委員
会から執筆を依頼した記事ですが，どのような記事
を依頼するかは会誌編集委員や編集地区委員からの
提案をもとに，編集会議で決定されます．まず，会誌
編集委員と編集地区委員が会議に先立って記事を提
案します．編集会議ではそれぞれの提案に対して研
究背景や学術的インパクトの紹介，それについての
質疑などが行われ，審議のうえで最終的に原稿を依
頼するかどうかが決まります．記事の提案は，1 回
の会議で各種あわせて 20 〜 30 件ありますので，
当然かなりの時間がかかります．実は私は 10 年以
上前にも編集委員をつとめていましたが，その時と

今とでは，記事の審議に対する印象がまったく違い
ます．以前は自分の関連分野以外の提案にはあまり
興味がもてなかったので（すみません），長い会議
が苦痛で仕方なかったのですが，今ではあまり苦に
なりません．この学会に住み古して，お名前があが
る方々の顔が思い浮かぶようになったこともあると
思いますが，研究の興味が広がったために，どんな
提案に対してもそれなりの興味や感想をもつように
なったことが大きいと思います．若い会員のみなさ
んが研究の幅を広げるために，会誌が少しでも役に
立てば幸いです．
（Y. I.）

編

本書は，2011 年 2 月に急逝された三室守氏が執
筆，編集を担当された遺作です．本書には，クロロ
フィルの科学が包含する生物学，農学，物理学，化
学，工学などの広い学問領域を統合する，という編
者の強い目的意識が感じられます．その目的のた
め，有機化学，理論生物物理学，植物生理学を専門
とする 3 人の著者が独自の視点からの解説を行いな
がらも，異なる学問分野を統合するという努力の跡
が見られます．見方によっては，化学者用，物理学
者用，生物学者用の 3 つの入り口が用意されている
本であるともいえるでしょう．個々の読者が，それ
ぞれになじみやすい入り口から入るという読み方も
許されています． クロロフィルの化学 という章
では，まずクロロフィルの分子構造の多様性につい
て概説され，側鎖の置換や中心金属の置換が分子の
光物性にどのように影響するか，などが有機化学の
観点から解説されています．官能基の変換，人工光
合成についても触れられています． クロロフィル
の物理学 では，ボルン・オッペンハイマー近似か
ら始まり，最新のクロロフィル会合体に広がった励
起子の理論などがコンパクトにまとめられていま
す．これらの数式になじみのない読者にも，モル吸
光係数と遷移確率の間の関係式などは実用的な意味
があるでしょう． クロロフィルの生物学 では，
光合成におけるクロロフィルの役割に関する解説に
始まり，光合成生物の多様性，生物界におけるクロ
ロフィルの多様性，生物進化との関連などが解説さ

集
後
記
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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
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大陽日酸は多次元NMRでの構造解析に必須な安定同位体標識化合物を
高い品質・お求め易い価格で販売しております。

安定同位体標識無細胞タンパク質合成キット

独立行政法人理化学研究所の無細胞タンパク質合成技術をキット化いたしました。
BPTI プロテアーゼインヒビター 1H-15N HSQCスペクトル

無細胞くん® SI SS

G12

R39

製品名

数量

保存温度

希望納入価格（円）

A89-0126

無細胞くんSI SS

1キット

−80℃

65,000

K15

R42

SS結合を持つ抗体やサイトカインなどの
分泌タンパク質合成専用キットです。安
定同位体標識タンパク質の合成に最適で
す。
製品番号

G36

E49

F33

C14

R17

C38
A40

K41
A16
I18

T11
Y35

I19

R20

A58

Ras（Y32W）
タンパク質の1H, 15N-HSQCスペクトル

無細胞くん® SI
安定同位体標識タンパク質合成専
用キットです。迅速・簡単に大量合
成できます
（CATタンパク質最大合
成量 5mg/mL）。発現確認用「 無
細胞くんQuick」
と併せてお使い下
さい。
製品番号

製品名

数量

保存温度

希望納入価格（円）

A29-0059

無細胞くんSI

1キット

−80℃

55,000
ご提供：独立行政法人理化学研究所生命分子システム基盤研究領域
NMRパイプライン高度化研究チーム殿

無細胞くん用 安定同位体標識アミノ酸
数量

希望納入価格（円）

A107-0144

製品番号

アミノ酸混合物水溶液-UL-d

製品名

1mL

ご相談

A42-0075

製品番号

アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N,d

製品名

1mL

35,000

A39-0072

アミノ酸混合物水溶液-UL-15N

1mL

15,000

A91-0128

アミノ酸混合物水溶液-Lys,Arg-UL-13C,15N

1mL

20,000

A41-0074

アミノ酸混合物水溶液-UL-15N,d

1mL

18,000

A92-0129

アミノ酸混合物水溶液-Lys,Leu-UL-13C,15N

1mL

20,000

A40-0073

アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N

1mL

30,000

A108-0145

アミノ酸混合物水溶液-SeMet

1mL

ご相談

培地

アミノ酸・ケト酸

核酸

その他

● D-Glucose (13C, d)
● Salts (15N, d)
● Deuterium Oxide 99.9atom%

● L-Amino Acids (13C, 15N, d)
● Algal Amino Acids (13C, 15N, d)
●α-Keto Acids (13C, d)

● NTPs / NMPs (13C, 15N, d)
● Phosphoramidites (13C, 15N, d)
● RNA・DNAオリゴマ合成

● Pf1 NMR Cosolvent
● Tris-d11, MES-d13, HEPES-d19
● Water-17O (10-90atom%)

※各種製品を取り揃えておりますのでお気軽にお問い合わせください。

製造・総販売元

大陽日酸株式会社 SI 事業部

〒142-8558 東京都品川区小山1-3-26 東洋Bldg.
Tel.03-5788-8550（代表） Fax.03-5788-8710
● 資料のご請求は、大陽日酸までお気軽にご用命ください。
メ ー ル ア ド レ ス Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp
ホームページアドレス http://stableisotope.tn-sanso.co.jp

＜資料請求番号 304-5＞

数量

希望納入価格（円）

目次に戻る

＜資料請求番号 304-6＞

目次に戻る

＜資料請求番号 304-7＞

目次に戻る

＜資料請求番号 304-1＞

＜資料請求番号 304-2＞

目次に戻る
Vol. 52

No. 6

SEIBUTSU BUTSURI

ISSN 0582-4052 CODEN : SEBUAL
2012 年 12 月（通巻 304 号）

6

2012 年 12 月（通巻 304 号）

Vol.52

小胞体 Ca2+ チャネルの構造・機能
中心子 9 回対称性構造の構築機構
Arf タンパク質の NMR 動的解析
反応場としてのサポーティッドメンブレン
定量モデルとシステム同定
チャネルタンパクの 1 分子操作
NMR による遷移状態・速度論的解析
膜孔形成毒素の構造解析
蛍光相関分光法で観る生体分子ダイナミクス
タンパク質水和理論の新機軸
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