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平成 26・27年度学会委員選挙候補者の推薦について

平成 26・27年度の学会委員（25名）の選挙が行われます．本学会細則十七条によれば，委員の候補に

なるためには，正会員（学生会員・シニア会員を含む）3名以上の推薦が必要になります．そこで選挙に

先立ち，綴じ込み葉書の推薦書を用いて候補者を推薦してくださるようお願いいたします．

なお，昨年この手続きによって推薦された候補者は 104名でした．本年度も，多くの分野から多数の候

補者を推薦してくださるようお願いします．候補者数が少ない場合は，運営委員会で 3名以上の運営委員

の推薦により候補者を増やす予定です．

選挙日程

　　候補者推薦締切： 2013年 3月 1日（金）（必着）

　　候補者の発表：  会誌 2013年 53巻 3号（平成 25年 6月号）

　　正会員による選挙締切： 会誌 2013年 53巻 3号（平成 25年 6月号）にてお知らせいたします．

候補者推薦要項

1. 平成 25年 2月 1日現在の正会員のうち，下記の方を除いた全会員が候補者として推薦を受けること

ができます．

 被選挙権がない方

 A. 平成 25・26年度委員

秋山修志 有坂文雄 石渡信一 岩佐達郎 上田太郎 加藤晃一 北尾彰朗

木寺詔紀 木下賢吾 小嶋誠司 七田芳則 須藤雄気 高橋　聡 寺北明久

徳永万喜洋 豊島陽子 永井健治 中迫雅由 中村春木 西坂崇之 根岸瑠美

林久美子 樋口秀男 宮田真人 村上　緑 倭　剛久 由良　敬

 B. 平成 22・23年度，平成 24・25年度の連続 2期 4年委員に選出された方

石島秋彦 宇高恵子 楠見明弘 桑島邦博 曽我部正博 高田彰二 寺嶋正秀

野地博行 古谷祐詞

 C. 平成 21・22年度，平成 23・24年度の連続 2期 4年委員に選出された方

阿久津秀雄 今田勝巳 河村　悟 原田慶恵 光岡　薫 山下敦子

2. 推薦書は，締切日までに必着するようにお送りください．

平成 25年 2月

日本生物物理学会　選挙管理委員長　南野　徹



第 2回 BIOPHYSICS論文賞の公募

BIOPHYSICSに掲載された論文の中から，優れた論文を選び，BIOPHYSICS論文賞を授与して顕彰しま

す．第 2回 BIOPHYSICS論文賞にふさわしい論文の推薦を募集します．

会員の皆様は，ホームページ（http://www.biophys.jp）から推薦用紙をダウンロードし，ふさわしいと思

われる論文と推薦理由をご記入の上，学会会長室（bpsjp@biophys.jp）までお送りください．ただし，他薦

に限ります．

推薦対象論文は，2005年 1月～ 2011年 12月（第 1巻～第 7巻）に BIOPHYSICSへ掲載された論文に限

ります．

締め切りは，2013年 3月 31日（日）とします．BIOPHYSICS誌活性化のためにも是非ご協力いただき

ますよう，よろしくお願いいたします．

会長　難波　啓一



宇 宙 へ

巻／頭／言

001

昨年 4月の生物物理 300号記念号の巻頭言のタイトルは「未来
へ」．そして今回は「宇宙へ」……？

半径約 500億光年もあると言われる果てしない宇宙には，想像
もつかない超巨大ブラックホールや無数の恒星や惑星からなる星
雲が散在し，それこそ無数の生物が棲息して過酷な環境を生き延
び進化して，私たち地球人には思いもよらないほど知的レベルの
高い生物もいるに違いありません．宇宙歴0401.4274，キャプテン
ジェームス・カークは宇宙船 USSエンタープライズのクルーと
ともに，人類初の試みとして，未知なる生命と文明を求めて 5年
間の冒険と探索の旅に出ました．西暦 2264年のことで，何度聞
いてもワクワクする話ですが，私達自身がこの冒険旅行に同行す
るのは，残念ながら少し無理があるようです．
しかし私達の目の前にも宇宙と同じようにワクワクさせる未知
の世界が広がっています．内なる宇宙，生命のナノスペースで
す．細胞の活動はミクロの世界にサブナノメートルのスケールで
繰り広げられ，それ自体が途方もなく複雑で動的なシステムです
が，生物個体では数十兆個もの細胞がさらに複雑なネットワーク
を作って一つの超巨大なシステムを形成しています．この極めて
複雑な時空間上の構造をくまなく探索し，細胞増殖，細胞運動，
発生・分化，筋収縮，免疫，脳機能など様々な生命機能におい
て，どこで何がどのように起こっているのかを詳細に理解するこ
とが生命科学の究極の目標であり，我々はそのために様々な計測
手段や解析手法を産み出し応用してきました．しかし，ゴールへ
の道のりは遥か遠く，まだまだ数多くのブレークスルーが必要で
す．
あらゆる生命機能の仕組みを定量的に解明すること．そして，
物理学や工学がまだ見たことのないエネルギー変換や物質変換，
情報伝達や情報処理の仕組みを明らかにすること．それが生物物
理学の使命であり楽しみでもあります．生命の仕組みのいい加減
さと奥深さ．これがこの学問分野の難しさであり，たまらない魅
力でもあります．
あるとき湯川秀樹先生が大沢文夫先生に仰った，「生物の仕組
みは積み木細工ですね．」という言葉は覆すことができるのか？ 

生命の仕組みに学び，現在の工学技術で作られ身の回りで働いて
いるデバイスやシステムより桁違いに小さなエネルギーで，かつ
はるかに高効率で働くものを実現することは本当にできるのか？

こういった夢を共有して突き進んでくれる若者が今後もこの分
野に大勢入って来て，びっくりするような仕事を見せてくれるの
を楽しみにしつつ，学生や若い研究者が思う存分学び働くことの
できる，よりよい大学や研究機関のあり方を考えるこの頃です．
彼らが乗船する宇宙船 BPSjエンタープライズの建造には，学
会員の皆さんの総力の結集が不可欠です！

難波啓一，Keiichi NAMBA

大阪大学大学院生命機能研究科教授
生物物理学会会長



巻頭言

0 0 1  宇宙へ
難波啓一  NAMBA, K.　

解説

0 0 4  ヒトゲノムDNAの不規則で柔軟な収納原理
Irregular Folding of Human Genome DNA in the Cells

前島一博  MAESHIMA, K.　城地保昌  JOTI, Y.　西野吉則  NISHINO, Y.　高田英昭  TAKATA, H.　
鎌田福美  KAMADA, F.　日原さえら  HIHARA, S.　
全長 2 mにも及ぶヒトゲノム DNAは，数十ミクロンの細胞の中に収納されている．最近，私たちは，従来のモデルとは異なり，
DNAの収納がヌクレオソーム線維の不規則な折り畳みで構成されていることを明らかにした．最近の私たちの知見を紹介し
たい．

総説

0 1 1  脂質膜の構造形成の粗視化シミュレーション
Coarse-grained Simulations of Structure Formation in Lipid Membranes

野口博司  NOGUCHI, H.　
最近発展してきた陰溶媒型の粗視化脂質膜模型を解説するとともに，使用例として脂質膜の自己集合やミセル形成のシミュ
レーションを紹介する．2種類の界面活性剤の混合系では円盤状のミセル（バイセル）だけでなく，条件によって，カップ状
のベシクルや蛸状のミセルが形成されることなどについて述べる．

0 1 5  交通流と翻訳過程
Traffi  c Flow and Translation Process

御手洗菜美子  MITARAI, N.　
mRNAは，複数のリボソームに同時に翻訳される．さらに，翻訳速度はコドンによって違う．速度の違いとリボソームの相互
作用の結果，mRNA上でリボソームの「渋滞」が起こりうる．本稿では，リボソームの mRNA上での移動を「交通流」過程
としてモデル化し，特に遅いコドンが「交通流」に及ぼしうる影響を考察する．

0 2 0  細胞内ATPの分布とダイナミクス，その制御
Distribution and Dynamics of Intracellular ATP Level, and their Regulation

今村博臣  IMAMURA, H.　安東友美  ANDO, T.　藤川　誠  FUJIKAWA, M.　
ATPに対する蛍光バイオセンサー“ATeam”の開発によって，生きた細胞内の ATP濃度を「イメージングする」ことが可能となっ
た．それによってこれまで困難であった細胞内 ATP濃度の分布やダイナミクス，およびその制御機構を研究することが可能と
なり，新たな知見が生まれつつある．

0 2 4  飛行時間型 2次イオン質量分析法による植物組織の
分子レベル観察
Molecular Imaging of Chemical Compounds in Plant Tissue by Time-of-fl ight Secondary Ion Mass Spectrometry

齋藤香織  SAITO, K.　福島和彦  FUKUSHIMA, K.　
質量分析を用いた特定分子のイメージング技術は，生体試料観察において，近年急速に発展を遂げ，これまで知り得なかった
特定物質の分布可視化を可能にした．本稿では，植物組織の主成分であるリグニンの分布観察を中心に，その他，樹木化学成
分のイメージングによる考古学科学への適用について概説する．

1
日本生物物理学会　THE BIOPHYSICAL SOCIETY OF JAPAN　http://www.biophys.jp
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※ 本文中「（電子ジャーナルではカラー）」の記載がある図は，https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/で
カラー版を掲載しています．



0 2 8  立体構造から見たクロマチンリモデリング因子ISW1aの
分子動作機構
Structural Analysis for Molecular Dynamics of Chromatin Remodeling Factor ISW1a

山田和弘  YAMADA, K.　
クロマチンリモデリング因子の原子レベルの動作機能は従来不明であった．今回，我々の X線結晶構造・Cryo電顕像・生化学
結果の統合解析により，ISW1aがヌクレオソームにどの様に結合し，かつ DNA鎖をリモデルするかについて，その分子機構
の一端が明らになった．
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解説
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1.
 はじめに

全長 2 mにも及ぶヒトゲノム DNAは「人体の設計
図」であり，細胞の間期においては直径約 10 μm-

20 μmの「細胞核」に折り畳まれている．そして細胞
が分裂する際，わずか数十分のうちに長さ数 μmの
46本の「分裂期染色体」に束ねられる．最近，私た
ちは，従来のモデルとは異なり，分裂期染色体の多く
の部分がヌクレオソーム線維の不規則な折り畳みで構
成されていることを明らかにした 1), 2)．また，このよ
うな不規則な構造は細胞の間期においても存在してい
ることを示した 3)．本稿ではゲノム DNAの収納原理
について，最近の私たちの知見を紹介したい．
分裂期染色体は細胞の間期核の DNAが分裂期に
入って凝縮することにより現れる構造体である．もと
もとギリシャ語で“color body”を意味する“chromosome”

という名のとおり，染色体は細胞内で非常によく染色
される．そのため，100年以上にわたり生物学者たち
の興味を集めてきた．生物物理の読者も中学生の頃，

タマネギの皮に酢酸カーミン溶液をかけて，光学顕微
鏡で染色体を観察したことがあるかもしれない．
ヒトの場合，細胞核のなかに納められている DNA

の長さは，染色体 1本あたり数 cmにも及ぶ．DNA

がコンパクトに凝縮されることなしに，分配しようと
すると，DNAが絡まったり，切れたりしてしまう．
それでは，染色体は 1本の長い DNAからどのように
して形成されるのだろうか？

まず，直径 2 nmの DNAは塩基性タンパク質であ
るヒストン H2A，H2B，H3，H4タンパク質からなる
8量体に巻かれて，ヌクレオソームと呼ばれる直径
11 nmの線維状の構造体となる 4)（図 1）．1976年には，
このヌクレオソームの線維がリンカーヒストン H1を
伴い，らせん状に折り畳まれて直径約 30 nmのクロマ
チン線維になるというモデルが提唱された 5)（図 1）．
そして，染色体の精密な高圧電子顕微鏡観察をもと
に，染色体中でクロマチン線維が階層状に折り畳まれ
ているとする，「hierarchical helical foldingモデル」が提
唱された 6)．これは，染色体中で 30 nmのクロマチン線

生物物理 53（1），004-010（2013）

ヒトゲノムDNAの不規則で柔軟な収納原理
前島一博1,5，城地保昌2，西野吉則3，高田英昭1,4，鎌田福美1，日原さえら1,5

1国立遺伝研・構造遺伝学研究センター
2高輝度光科学研究センター（JASRI）
3北海道大学・電子科学研究所
4大阪大学大学院・工学研究科
5総合研究大学院大学（Sokendai）・生命科学研究科・遺伝学専攻

Irregular Folding of Human Genome DNA in the Cells

Kazuhiro MAESHIMA1,5, Yasumasa JOTI2, Yoshinori NISHINO3, Hideaki TAKATA1,4, Fukumi KAMADA1 and Saera HIHARA1,5

1 Structural Biology Center, National Institute of Genetics
2 JASRI
3 Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University
4 Graduate School of Engineering Osaka University
5 Department of Genetics, School of Life Science, Sokendai

How is 2-m-long genomic DNA organized into a mitotic chromosome or nucleus? Th e nucleosome fi ber has long been 

assumed to be folded into a 30-nm chromatin fi ber, and further helically folded larger fi ber. However, when we observed 

frozen hydrated human mitotic cells using cryoelectron microscopy (cryo-EM), no higher-order structures including 

30-nm chromatin fi bers were found. To further investigate the bulk structure of mitotic chromosomes, we performed 

small-angle X-ray scattering (SAXS) at SPring-8. No structural feature larger than 11 nm was detected, even on a 

chromosome-diameter scale (~1 μm). We also found a similar scattering pattern in interphase nuclei of HeLa cells in 

the range up to ~275 nm. Our fi ndings suggest a common structural feature in interphase and mitotic chromatins: 

compact and irregular folding of nucleosome fi bers occurs without a 30-nm chromatin structure.

30-nm chromatin fi ber / cryo-EM / interphase nuclei / irregular folding / mitotic chromosomes / X-ray scattering

※図 1–図 3は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．



DNAの不規則で柔軟な収納原理
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維がらせん状に折り畳まれて 100-130 nm，200-250 nm
というようにだんだんと太い線維をつくっていき，最
終的に染色体が形成されると考える．
しかしながら，このような規則的な階層構造を作る

には多大なエネルギーが必要だろう．また，階層構造
のなかに，情報が隠れてしまうため，情報のアクセス
という点でも不便である．30 nmクロマチン線維も含
めて規則的な階層構造は本当に存在するのだろうか？

と，私たちは従来のモデルに疑問を持ったのである．

2.
 生きている状態の細胞の染色体を見るには？ 

染色体をより深く理解するには，その構造を高分解
能で解析することが望まれる．しかしながら，電子顕
微鏡では試料を真空中にさらすため，観察可能な試料
を作るには，化学固定・アルコール脱水・樹脂包埋・
切片作成そして染色というプロセスを経る必要があっ
た．こういった試料作製の過程は，細胞内のさまざま
な分子を人工的に凝集させたり，逆に抽出してしまう
ことがある 7), 8)（図 2a）．つまり疎な部分はますます
疎になり，密な部分はますます密になる．その結果，
人為的な構造をつくってしまい，分子がほぼ均一に分
布しているという状況は保存されにくいわけである
（図 2a）．そこで，このような処理を一切行わず，よ

り“生きている”状態に近い環境を保存するために，
私たちは生きたヒト分裂期細胞（HeLaS3）を高圧下で
急速凍結した．そして凍結した細胞を極低温下でセク
ショニング（切片化）し，その切片をそのままクライオ
電子顕微鏡で観察した 1), 9)．この方法は正確にはCryo-
EM of Vitreous Sections（CEMOVIS）と呼ばれ，Jacques 
Dubochetによって 30年前に開発されたものである 10)．

3.
 クライオ電子顕微鏡による新たな解析

クライオ電顕の試料はもともと無染色であるためイ
メージのコントラストが非常に弱く，デフォーカスと
呼ばれる技法によって，そのイメージに濃淡をつけて
少し見やすくしている．これはわざわざフォーカスを
ずらし，ピンボケを入れることで濃淡をつけているよ
うなものである 11)．少し詳しく説明すると，得られた
電子顕微鏡イメージは，観察試料がそのまま投影され
たものではなく，CTF（contrast transfer function）とい
う関数によって改変されたものとなる．CTFはいわ
ば空間周波数フィルターであり，イメージが持つ構造
の周波数によって，その強度が変化してしまう．ま
た，CTFはフォーカスのずれ（デフォーカスの値）

図 1  

ヒトゲノムの折り畳みの基本構造．DNA（1段目），ヌクレオソー
ム（2段目），30 nmクロマチン線維（3段目左）．私たちはこの
30 nmクロマチン線維が，分裂期染色体や核の中にはほとんど存
在せず，ヌクレオソーム線維が不規則に折り畳まれていると考え
ている（3段目右）．

図 2  

分裂期 HeLa細胞のクライオ電顕イメージ．（a）電子顕微鏡にお
ける試料作製の過程は，生きた細胞内のさまざまな分子（左）を
人工的に凝集させたり，逆に抽出したりしてしまう 7), 8)（右）．文
献 8より改変．（b）CTF補正後のクライオ電顕イメージ 1)．細胞質
（cyt）のリボソーム粒子（細胞質領域の矢印）を排除するように
3カ所の染色体部分（ch）が存在している（点線内側）．スケール
200 nm．（c）染色体領域拡大図 1)．右上の像は，上面から見た
30 nmクロマチン線維のモデル像である（ソレノイド構造とジグ
ザグリボン構造による 30 nmクロマチン線維）．スケールは
30 nm．（d）染色体領域と細胞質領域の周期構造のスペクトラ
ム 1)．文献 1より改変．
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の関数でもあるため，デフォーカス値に依存して，イ
メージのあるサイズの構造が強調されたり，または減
衰したりする．つまり，観察試料のすべての大きさの
構造が等しく「見えて」いるわけではない．従来のク
ライオ電顕イメージには，このような CTFの問題が
あったのである 10), 11)．
そこで私たちは，CTFの影響を最小限に抑えるため

に，さまざまなデフォーカスの値（5から 20 m）
で撮影したイメージを組み合わせて，イメージの再構
成を行った（CTF補正）1)．図 2b, cは CTF補正後の
イメージであるが，染色体領域（“ch”のマーク）は均
質な粒状の構造であることがわかる．
図 2cに染色体領域の拡大イメージを示す．右上の
像は，上面から見た 30 nmクロマチン線維のモデル
像である（ソレノイド構造（左）とジグザグリボン構
造（右）による 30 nmクロマチン線維）．もし分裂期
染色体に 30 nmクロマチン線維が存在するのであれ
ば，このような規則正しい構造体を含んでいるはずで
ある．しかしながら，目で見る限り，染色体の領域に
このような構造体は見当たらず，粒状の構造がつまっ
ているようである 1)．
次に，目では発見できないイメージに内在する規則

性構造を調べるために，CTF補正した染色体領域と細
胞質領域をフーリエ変換し，その周期構造をプロット
した 1)（図2d）．分裂期染色体領域のスペクトル（灰色
線 /赤線）から，11.3 nmのピークが検出され，20-80 nm
の範囲に，30 nmのピークは見られなかった．一方，
細胞質領域（黒線 /青線）では 30-40 nmの範囲にピー
クが検出された．これは細胞質全体に分布している大
量のリボソーム粒子によると推測される．このことか
ら分裂期染色体は 11 nmのヌクレオソームが不規則
に折り畳まれてできていることが推定され，30 nmク
ロマチン線維や，さらなる高次構造は存在しないと考
えられた 1)．

4.
 X線散乱での解析

しかしながら，クライオ電子顕微鏡には，もう 1つの
大きな問題があった．70 nm程度の厚さの切片しか用
いることができないため，染色体のごく限られた領域
しか観察することができないのである 2), 3)．全体像を
とらえるには不向きであり，規則的な階層構造があっ
たとしても検出するのは困難かもしれない．また，凍
結切片の作製が困難であり，きわめて少数の切片しか
検討できないため，この問題はさらに深刻であった．
こうした，クライオ電子顕微鏡の問題を克服するた

め，私たちは X線小角散乱（SAXS）により染色体全
体の構造の解析を試みた 2), 3)．一般的に，X線を非結
晶体に照射すると，その物体の周期的な構造を反映し
た散乱が出てくる 12)（図 3a）．SAXSの実験を行うた
めに，私たちは理化学研究所・播磨研究所の大型放射
光施設 SPring-8の放射光を用いた．細胞内には多数の
30-40 nm程度の小胞が存在し，これが強い散乱を生
み出す可能性がある．このため，HeLa細胞から染色体
を単離し，弱い遠心力で，ガラスのキャピラリーに詰
め，測定に用いた 2), 3)（図 3b）．この際，染色体は水溶
液中に存在し，化学的な固定や脱水を行っていない．

SPring-8の BL45XUビームラインで分裂期染色体に
照射を行ったところ，6 nm, 11 nm, 30 nmの 3つの散
乱ピークが得られた 2), 3)（図 3c）．この 3つのピーク
は，1980年代はじめ，イギリスのケンブリッジの研
究者によっても検出されていた 13), 14)．
彼らによると，6 nmのピークはヌクレオソームの

face-to-face配置，11 nmのピークは edge-to-edge配置に
由来するものとされていた（図 3d）．また，30 nmの
ピークは 30 nmクロマチン線維が並んで詰まってい
る状態を示していると考えられ，この結果が長年分裂
期染色体内に 30 nmクロマチン線維が存在する証拠
とされていた．私たちは過去の研究の追試には成功し
たことになる．しかしながら，私たちのクライオ電子

図 3  

（a）X線小角散乱（SAXS）の原理（b）ヒト分裂期細胞から染色
体を単離し，ガラスキャピラリーの中に詰めて，X線照射を行っ
た．散乱シグナルは同心円状に広がる．（c）典型的な分裂期染色
体の SAXSパターン．（d）ヌクレオソーム配置のモデル．
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顕微鏡解析では分裂期染色体に 30 nm構造は観察さ
れなかったことと矛盾する．なぜだろうか？

そこで，SAXSで観察された 30 nmのピークの正体
を明らかにするため，単離染色体をクライオ電子顕微
鏡で観察した 2)（図 4a）．フーリエ変換をして解析し
たところ，やはり染色体内部では 30 nm構造は観察
されなかった．しかしながら，驚いたことに，染色体
の周辺が多数の高電子密度の粒子（黒い粒々）で覆わ
れていた 2)（図 4a右）．ウェスタンブロッティングや
免疫染色により，この粒子がリボソームであることが
示された（図 4b）．フーリエ変換による解析で，この
リボソームは約 30 nmの規則的な間隔で染色体表面
に積み重なっていることがわかった．このことは，付
着したリボソームが SAXSで 30 nmのピークを生み出
した可能性を示唆した．実際，染色体表面から染色体
の凝縮を維持した状態でリボソームを取り除いた場
合，SAXSで，30 nmのピークだけが消失することがわ
かった 2)（図 4c, d）．これで分裂期染色体内に 30 nm

クロマチン線維が存在する証拠が消えたわけである．
分裂期細胞のクライオ電子顕微鏡観察で明らかになっ
たように，細胞質中にはリボソームが多量に存在す
る．そのため，分裂期細胞から染色体を単離する際，
Mg

2+イオンの存在下で，染色体に付着したと思われ
た（図 4d）．
さらに，ポジティブコントロールとして，30 nmク
ロマチン線維を持つことが知られており，リボソーム
をほとんど含まないニワトリの赤血球の核を SAXSお
よびクライオ電子顕微鏡で観察したところ，30 nmク
ロマチン線維の存在を確認することができた 2)．した
がって，もし 30 nmクロマチン線維がヒト分裂期染
色体に存在しているならば，私たちの行った手法でそ
の構造を検出できるはずである．
ヒト染色体には 30 nmのクロマチン線維がほとん
ど存在しないことがわかったが，従来の染色体構造モ
デルでは，100 nmや 200 nmといったクロマチンの規
則的な構造の存在が予想されている．私たちは，染色
体に 30 nmよりも大きな規則的構造が存在するかど
うかを確かめるため，染色体の直径（~700 nm）をカ
バーできる X線散乱装置を SPring-8 BL29XULビーム
ラインで開発した 15)．この装置を用いた極小角 X線散
乱（Ultra small angle X-ray scattering; USAXS）測定によ
り，50-1000 nmの範囲で周期構造が分裂期染色体に
存在するかどうかを検証した 2)（図 5a）．そして，こ
の実験でも，測定範囲内に規則的な構造は観察されな
かった 2)（図 5a）．
このように，クライオ電子顕微鏡，SAXS，USAXS

の観察を組み合わせた結果から，私たちは規則的な
30 nmクロマチン線維はヒト分裂期染色体には存在し
ないと結論付けた．もちろん，染色体の限られた領域
で 30 nm線維や他の規則的な階層構造が存在してい
る可能性は否定できないが，染色体の大半は直径
11 nmのヌクレオソーム線維が不規則に折り畳まれる
ことでできていると考えられる 2), 16)（図 5e）．

5.
 間期のクロマチン構造

これまでは分裂期染色体に焦点をあわせてきた．そ
れでは，間期のクロマチンは一体どのようになってい
るのであろうか？　次に私たちは，間期核での主なク
ロマチン構造を知るために，リボソームを除いた間期
の HeLa細胞の単離核の SAXSを調べた 3)．すると，
ニワトリの赤血球核の結果とは異なり，30 nmの構造
は検出されなかった 3)．このことは，分裂期染色体と
同様に，ヒト間期クロマチンには 30 nmのクロマチ
ン線維が存在しないことを示唆している 3)．この結果
と一致して，クライオ電子顕微鏡による観察では，ほ
とんどの高等真核生物の間期核において規則的な
30 nmクロマチン線維が見られない 7), 17), 18)．ごく最
近，Bazett-Jonesのグループは，10 nmヌクレオソーム
線維を観察できる解像度を持つ電子分光結像法により
同様の結果を示した 19), 20)．クライオ電子顕微鏡や電
子分光結像法は，いずれも電子顕微鏡に基づく手法で
あり，核の全体ではなくごく限られた領域しか観察で
きない．SAXSの研究は，これらの手法で得られた結
果にさらなる確証を与えるものである．
さらに，USAXS測定においても，50-1000 nmの範
囲において，間期クロマチンに周期的な構造は観察さ
れなかった 3)（図 5b）．間期クロマチンの限られた領域
では，30 nm線維や他の規則的な階層構造が存在して
いる可能性は否定できないが，SAXSや USAXSの結果
から，間期クロマチンの大部分の構造もヌクレオソー
ム線維が不規則に折り畳まれていると考えられる 3)

（図 5d）．

6.
 間期クロマチンと分裂期染色体の構造類似点

次に，私たちは分裂期染色体と間期クロマチンの
USAXSの特性を比較した．面白いことに，両者は
275 nmより短い長さスケールの範囲で同じような特
性を示した 3)（図 5a, b）．このことから，分裂期染色
体と間期クロマチンはこの範囲内において類似した構
造を持つと考えられる 3)（図 5d, e）．
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私たちは，散乱特性が散乱強度と散乱ベクトルの間
でべき乗則の関係に従うことも見出した 2), 3)．べき乗
則の関係は分裂期染色体では 1000 nm，間期クロマチ
ンでは 275 nmのあたりまで続いており，分裂期染色
体と間期クロマチンは少なくとも 275 nmまでの範囲
において，共にフラクタルな性質を持つ可能性を示唆
している 2), 3)．この考えと一致して，最近，ヒト間期
クロマチンのフラクタル構造の証拠も得られている 21)

（フラクタルグロビュール）．
この散乱特性の類似性は，間期核の中に，凝縮した
クロマチンドメインが既に形成されていることを意味
すると考えている 3), 8)（図 5d, e）．染色体が形成され
るときには，コンデンシンや他のタンパク質によっ
て，このクロマチンドメインが互いにまとめられ，棒
状の染色体の形が造られるのだろう 3), 8)（図 5d, e）．

この方法により，効率的に分裂期染色体形成を行うこ
とが可能と思われる．実際，クライオ電子顕微鏡によ
る観察では，植物や哺乳類細胞核における典型的なヘ
テロクロマチン領域の構造は，分裂期染色体のものと
非常に類似しているように見える 17), 18)．
まとめると，間期クロマチンと分裂期染色体はマイ
クロメートルスケールでは大きく異なる形態を示して
いるけれども，両者とも 30 nmクロマチン線維を形
成しておらず，ヌクレオソーム線維が不規則に折り畳
まれ，凝縮した構造を持っていると考えられる 3), 8)

（図 5d, e）．

図 4 
SAXSの ~30 nmのピークは染色体表面に付着したリボソームに由
来する 2), 3)．（a）単離染色体のクライオ電子顕微鏡観察 2)．染色体
の周辺が多数の高電子密度の粒子（黒い粒々）で覆われている
（右，拡大イメージ）．スケール 1 μm（左）0.5 μm（b）リボソー
ムの免疫染色像 2)．左，DNA染色．中央，リボソーム染色．右，
マージイメージ．スケール 10 μm（c）（d）リボソームを取り除い
た場合，SAXSで 30 nmのピークだけが消失する（左）．中央，リ
ボソームを除く前の SAXSパターン．右，リボソームのみの SAXS
パターン．文献 2より改変．

図 5 
極小角 X線散乱測定と構造モデル（a）50-1000 nmの範囲で分裂
期染色体中に規則的な構造は観察されなかった 2)．（b）同様な実
験において，間期クロマチンに周期的な構造は観察されなかっ
た．両者を比較したところ，275 nmの範囲まで同じような特性
を示した（赤い矢印）3)．（c）細胞中では 11 nmのヌクレオソーム
線維が互いに“溶けた（melt）”状態で存在する（右）1), 22)．文献
22より改変．（d, e）間期核の中に，凝縮したクロマチンドメイン
が既に形成されている（d）．染色体の形成時，コンデンシンや他
のタンパク質によって，このクロマチンドメインが互いにまとめ
られ，棒状の染色体の形が造られる 3), 8)（e）．
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7.
 試験管内の 30 nmクロマチン線維

それではなぜ典型的な（古典的な）クロマチンの電
子顕微鏡観察では，30 nmのクロマチン線維が観察さ
れてきたのだろうか？　この疑問に対する重要な鍵と
なるのが，ヌクレオソーム線維の環境である．
まずヌクレオソーム線維から 30 nmのクロマチン

線維が形成される場合，線維内の近接したヌクレオ
ソームの結合が必要となる 1), 22)（図 5c左から 2番目）．
ヌクレオソーム線維の濃度が低い環境下では，1本
1本のヌクレオソーム線維は離れているので，その相互
作用を無視することができ，線維内のヌクレオソーム
同士の結合が容易となるだろう 1), 22)（図 5c左から
2番目）．しかし，ヌクレオソームが非常に密になると，
選択的なヌクレオソーム同士の結合は可能だろうか？

これらの状況は，試験管内のヌクレオソーム線維に
異なった濃度のMg

2+イオンを加えることで再現でき
る．DNA（デオキシリボ核酸）はその名のとおり酸で
あり，多量のマイナス電荷を持つ 23)．これにプラス電
荷を持った塩基性のヒストンが結合して，ヌクレオ
ソームを作っているが，完全に中和されていない．
Mg

2+が少ないと，電荷を中和できなくなり，ヌクレ
オソーム線維同士が反発して離れると考えられる．こ
のため，Mg

2+が ~1 mMの場合，ヌクレオソーム線維
は 30 nmクロマチン線維を形成する 24)（図 5c左から
2番目）．さらに，先に述べた従来の電子顕微鏡試料
作製過程が 30 nmクロマチン線維を安定化するのだ
ろう（図 2a）．
一方，Mg

2+が増加するにつれ（~2 mM），反発が抑
えられ，ヌクレオソーム線維は凝集し，30 nmの構造
の維持ができなくなる（図 5c右から 2番目）．この状
態では，線維内のヌクレオソーム同士の結合よりも，
線維間のヌクレオソームの相互作用が優勢となり，ヌ
クレオソーム線維が互いにかみ合う「溶けた状態
（polymer melt-like）」になり，これが細胞内の状況を反
映していると考えている 1), 22)（図 5c右端）．
また，特殊な例として，特定の分化した細胞では，

規則正しい 30 nmクロマチン線維が存在することが
知られている．先に出てきたニワトリの赤血球 2)，ヒ
トデの精子核 25)，マウスの網膜の光受容体細胞 26)な
どである．このような終末分化した細胞は分裂してい
ない．おそらく，線維内のヌクレオソームの選択的な
結合を可能にする，特異的なタンパク質やヒストン修
飾を介した特別なメカニズムが存在し，規則正しい
30 nmクロマチン線維を形成しているのだろう．

8.
 おわりに：新しいクロマチン構造モデル

私たちは「多くの細胞では 30 nmクロマチン線維
や高次構造はほとんど存在せず，11 nmのヌクレオ
ソームが不規則に折り畳まれてできている」，という
モデルを提唱した 2), 3)（図 5d, e）．分裂期染色体では，
グローバルにはコンデンシンが染色体中心部分でヌク
レオソーム線維を束ねており，局所的にはヌクレオ
ソーム線維の不規則な折り畳みによって成り立ってい
ると考えている 2), 3)．このモデルでは，分裂期染色体
がヌクレオソーム線維の階層的な折り畳みによる静的
な構造体でなく，ヌクレオソーム線維が“溶けた
（melt）”状態で，絶えず動いているダイナミックな構
造体であると考える 2), 3)．
このモデルによって，30 nmクロマチン線維のモデ
ルでは説明のつかなかった数々の報告をうまく説明で
きる．たとえば，分裂期染色体においては，トポイソ
メラーゼ IIやコンデンシンなど，ヌクレオソームよ
りも大きいタンパク質が内部で拡散することが報告さ
れている 27), 28)．染色体内がかっちりと packingされた
状態では，このようなタンパク質が動き回ることは非
常に困難である．一方で，ヌクレオソーム線維が
“melt”で動的な状態ならば，さまざまなタンパク質が
容易に染色体内に入り込み，機能することが可能とな
るだろう 22)．
このようなヌクレオソーム線維の不規則な収納のメ
リットは，間期の細胞において顕著である．たとえ
ば，RNAポリメラーゼや転写因子の DNAへの結合を
促進できるだろう 3), 22)．間期は，核内で DNA情報の
検索や転写が盛んに行われている時期である．この
時，DNAがある程度の自由度を持って不規則に収納
されていれば，個々のヌクレオソームが動ける余地が
増え，遺伝情報の検索に効率が良いだろう．実際私た
ちは，このような個々のヌクレオソームの動き（ゆら
ぎ）を生きた細胞で観察することに成功しており，こ
れが情報検索に重要であるというデータも得られてい
る 29)．これまで，各遺伝子の転写開始のしくみは詳細
に研究されてきたが，情報検索に関する研究はほとん
どなされていない．私たちの興味は，個別の遺伝子で
はなく，生きものにおけるゲノム DNAの普遍的な収
納や情報検索の大まかなしくみにある．さらに，将来
これが新しい概念によるメモリデバイスや情報検索シ
ステムの開発につながるのではないかとも考えてい
る．
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1. はじめに

生体膜は細胞や細胞小器官の内外を仕切る単なる敷
居ではなく，酵素反応の舞台となるとともに，生体膜
の変形を通して，様々な生体機能に関わっている．た
とえば，細胞内では，膜に囲まれた袋状の構造である
膜小胞の出芽，分離，標的膜への融合と生体膜の形態
変化を介して物質輸送が行われている．また，赤血球
は変形することで自身の直径より細い毛細血管を通過
する．生物は生体膜の柔らかな可変性を上手に利用し
ている．
脂質二重膜は両親媒性分子である脂質分子が 2重の

層を形成した 5ナノメートルの厚さの膜である．この
脂質膜からなる小胞や細胞はマイクロメートルの大き
さを持つ．このため，各々のスケールに合わせた様々
な理論やシミュレーション模型が提案され，研究され
ている．原子スケールの古典分子動力学計算を行え
ば，分子の詳細な情報を取り扱うことができるが，計
算コストの関係から，小さな系しか計算することがで
きない．数百脂質分子の 100ナノ秒程度のダイナミク
スが典型的な計算サイズである．そのため，より大き
な系を扱うために，様々な粗視化脂質模型が考案され
ている 1), 2)．本総説では粗視化シミュレーションを簡
単に説明した後，応用例として，脂質膜の自己集合，
ベシクルの開口からの多様なミセル形成について解説
する．

2. 脂質模型

粗視化脂質分子の中で比較的高解像度の分子模型で
は，水分子を 1粒子，炭素原子 3，4個を 1粒子で表
すのが典型的である．最近，原子スケールの分子動力
学計算を元に，このスケールの粗視化分子の力学パラ
メータを決める研究が盛んに行われている 2), 3)．さら
に，粗視化をすすめると，脂質 1分子は数個の粒子か
らなる一本鎖で表される．このレベルの粗視化では相
互作用を特定の脂質に合わせるのは難しいが，分子構
造が単純化されたことにより，脂質膜の物性を変える
のがより容易になる．従って，個々の現象が曲げ弾性
などの生体膜の物性によってどのように変わるかを物
理学的に調べるのに適している．また，溶媒分子を陽
に含めずに，疎水基の間に有効な引力相互作用を与え
ると，溶媒分子の計算が除かれることで計算コストを
大幅に減らすことができる（陰溶媒模型）．我々は
図 1aに示す 3粒子からなる陰溶媒脂質分子模型を最
初に提案し，膜融合の経路を調べた 1), 4)．その後，い
くつかの研究グループによってこのタイプの模型が提
案され，広く使われている 1)．最近，我々は 1つの球
形粒子と親水基側にある作用点からなる，より粗視化
した陰溶媒脂質分子模型を提案した 5)（図 1b）．この
分子模型ではこれまでの分子模型と比べて液晶相の膜
の物性を広く変えることができる．
マイクロメートルスケールの現象では，膜の構造は
無視して厚みのない曲面と見なすことができる．実験
で得られる脂質ベシクルの様々な形態は，体積と面積
の比が一定という条件下で，曲率エネルギーと二重膜
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の内膜と外膜の脂質分子数の差に由来する弾性エネル
ギーを最小化することで得ることができる 6)．この曲
面をシミュレーションで扱うには何らかの離散化が必
要となるが，図 1cに示す三角格子のようなメッシュ
が主に用いられてきた．三角格子をモンテカルロ法に
よって動的に組み替えることで液晶相の脂質膜も扱う
ことができる 7)．このようなメッシュ法は体積や面積
が容易に計算できるので，細胞や脂質ベシクルの形態
変化を研究するのに適した手法である 8)．しかし，ト
ポロジー変化は不連続にしか扱えないので，それらを
伴うダイナミクスには向いていない．そのため，トポ
ロジー変化を連続的に扱えるメッシュレス膜模型が考
案された 1)（図 1d）．最初のメッシュレス膜模型では膜
粒子は方向ベクトルを持ち，粒子間距離と方向ベクト
ルで決まる多体ポテンシャルによってベシクルに自己
集合する 9)．我々は粒子が内部自由度を持たないメッ
シュレス膜模型を構築した 10)．この模型では膜端の線
張力と曲げ弾性定数を独立に変えることができ，次章
で述べるベシクル形成などを調べるのに適している．

3. 単一成分脂質膜の自己集合，溶解

まず，1種類の脂質がベシクルへ自己集合する過程
について述べる 11)．図 2と電子付録 12)の動画 1にメッ
シュレス膜模型を用いたシミュレーション結果を示
す．まず，小さい円盤状の膜片を形成後，円盤同士が
結合していき，円盤は大きくなっていく．ある程度の
大きさになると，円盤はおわん状の形状を経由して閉
じ，ベシクルになる（図 2c, d）．この閉じるサイズは
膜端の線張力 Γと曲げ弾性定数 κ，ガウス曲げ弾性定

数 κの比で決まる 13)．ベシクルの自由エネルギーは
8π(κ + κ/2)であり，サイズに依らないのに対して，
円盤の自由エネルギーは 2πRΓであり，その半径 Rに
比例する．従って，円盤の半径が Rc = 4(κ + κ/2)/Γを
越えると閉じてベシクルを形成した方が安定になる．
Rc<R<2Rcでは，二状態間には自由エネルギー障壁が
あるが，2Rcを越えると障壁がなくなり，すぐにベシ
クル形成が始まる．
ベシクルになった後は，他と融合しなくなるので，
ベシクルの大きさは一定に保たれる．そのため，自己
集合で得られるベシクルの大きさは熱平衡条件ではな
く，閉じた時の大きさによって決まってしまう．流体
力学相互作用を考慮した計算と考慮しない計算を比較
したが定性的な差は見られず，ベシクルのサイズも変
わらなかった．定量的には自己集合が速くなり，閉じ
る途中のベシクルがより丸くなる効果があった．
条件を逆にすると，ベシクルが壊れ，溶解していく
過程を見ることができる 11)．野村ら 14), 15)によって，
脂質ベシクルに洗剤として使われるような親水基の相
対的に大きな界面活性剤の溶液を加えると，脂質と洗
剤の組み合わせによって周期的な振動や裏返りなど多
様な経路を経由してベシクルが溶解することが報告さ
れている．その中に，開口して円盤状になり，円盤が

図 1 
我々が用いている粗視化脂質模型．（a），（b）陰溶媒脂質分子模
型．（c）動的三角格子模型．（d）メッシュレス膜模型．

図 2 
脂質膜の自己集合 11)．1粒子は脂質二重膜片を表す．（a）t/τ = 500
（b）t/τ = 2,000　（c）t/τ = 17,000　（d）t/τ = 17,200（τ：粒子が粒子
直径を拡散する時間）．
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小さくなって溶けていく経路があるが，メッシュレス
膜模型の計算ではこのタイプの溶解過程が見られる．
膜粒子間の引力を少し弱くしてしばらく待つとベシク
ルに穴があき，ベシクルが開いて円盤状になる．その
後，膜端から膜粒子が徐々に溶けていく．膜端からし
か溶解しないため，粒子数 N(t)の時間変化は，通常
よく見られる指数関数的減衰ではなく，円盤の半径

( ) ( ) ( )= −∼ 0R t N t N ct という関係で減少する 11)．

4. 二成分でのミセル形成

二成分系では，一成分系では見られないミセル構造
を作ることができる．よく知られているものにバイセ
ルと呼ばれる円盤状のミセルがある 16)．脂質二重膜の
円盤の円周を親水基の大きなコーン形の界面活性剤が
囲い，膜端を安定化する．脂質膜中に膜蛋白質をお
け，蛋白質をより生体中に近い状態に保てるため，
NMR解析などでよく使われている．最近，これより
複雑な形状のミセルが実験で報告されている 17), 18)．紐
状ミセルと二重膜が 1つのミセルの中で共存したり，
紐状ミセルの太さが周期的な変化したりするのが，電
子顕微鏡で観察されている．筆者は図 1bの粗視化脂
質分子模型を用いて，ミセル形成過程を研究した 19)．
二成分のうち，1つは二重膜を作る脂質分子を考
え，円筒の形状の両親媒性分子（単分子膜の自発曲率
が 0），臨界ミセル濃度（CMC）が非常に低い分子と
する．もう 1つは，紐状ミセルを形成するコーン形の
両親媒性分子（自発曲率が正）を考える．臨界ミセル
濃度は有限の場合と非常に低い場合の 2通りを考え
る．洗剤で使われる一本鎖は二本鎖の脂質分子に比べ
て，臨界ミセル濃度は高いので，前者を洗剤型，後者
を脂質型と呼ぶ．
図 3に洗剤型におけるバイセル形成のダイナミク
スを示す．2種類の両親媒性分子が混合する条件でベ
シクルを構成させ，t = 0で異種分子間に斥力相互作用
を与え，相分離を起こさせる．相分離が進むと，コー
ン形の分子からなる二重膜構造が不安定化し，膜が破
裂する．コーン形の分子は円盤の膜端を安定化し，バ
イセルを形成する．途中で紐状ミセルがバイセルに繋
がった形状が見られるが，時間がたつと分かれてしま
う．円周を覆う以外の余分な繋がった紐状ミセルは単
分子や小さいミセルとして溶けることができる．
コーン形の分子の割合を大幅に減らすと，円盤の円

周を覆うのに必要な分子数がないため，ベシクルは開
き切らず，カップ状の形状でとどまる（図 4a）．膜端
を覆うことによる自由エネルギーの減少と単分子で溶

けている分子のエントロピーが釣り合うことでこの形
状が安定化される．このようなカップの形状はタンパ
ク質タリンを加えたリポソームで観察されている 20)．
また，コーン形の分子が大量にある場合，異種分子間
の斥力相互作用がなくても，曲率の違いから相分離が
起こり，バイセルを形成する．
二成分どちらも脂質型の分子の場合，ミセルの分裂
が起こらない限り，ミセル内の分子数は保存される．
条件を選べば，ベシクルの破裂後，紐状ミセルが分離
せずに繋がったままの蛸状ミセルが形成される
（図 4b，電子付録 12)の動画 2）．
紐状ミセルと平面膜との結合の仕方は 2通りある．

コーン形分子の自発曲率が比較的高いとき，図 4bの
ようにコーン形分子の紐状ミセルが，円筒形分子の平
面膜に直接，接合する．自発曲率が低いときには図 3e

で見られるように，バイセル状の膜端を覆うドメイン
に紐状ミセルが繋がっている（たとえると，金魚すく
いの道具ポイの紙が円筒形分子で枠と取手がコーン形
分子でできている）．中間の自発曲率では，膜端の片
方だけ繋がっていたり，切断と結合が起こったりする
中間的な接合状態をとる．今のところ，蛸状ミセルは
ブロックコポリマーでしか観察されていない 17)が，
シミュレーションの結果から，コーン形分子のミセル
中の割合が高いときに一般的な形態と考えられるの
で，脂質分子で構築することが可能だと思われる．

図 3 
2種類の両親媒性分子の相分離によるベシクルからのバイセル形
成 19)．2種類の分子の割合は 1 : 1．薄い灰色の粒子は円筒形（二
重膜を好む）の脂質分子，濃い灰色の粒子はコーン形の両親媒性
分子を表す．（a）t = 0　（b）t/τ = 10,000　（c）t/τ = 11,000　（d）
t/τ = 13,000　（e）t/τ = 25,000　（f）t/τ = 66,000（τ：分子が分子直
径を拡散する時間）．
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5. おわりに

紹介したように，粗視化シミュレーションを用いる
と，原子スケールの計算に比べて，ずっと大きなス
ケールの現象を扱うことができる．脂質ベシクルの形
態など静的な状態に比べて，膜融合などの非二重膜構
造を含む動的な現象についてはまだ理解が十分に進ん
でない．粗視化シミュレーションはこういった現象の
メカニズムを解明するのに，非常に有効な研究手段で
あり，今後の発展が期待される．
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図 4 
二成分系で見られる多様な形態の例 19)．（a）カップ状ベシクル．
（b）蛸状ミセル．
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ベシクル・バイセル
Vesicle, bicelle
親水基と疎水基の太さが同程度の円筒状の両親媒
性分子は会合すると親水基を外側にして，分子が
2層並んだ膜構造を形成する．この二重膜が曲
がって袋状に閉じたものをベシクルという．バイ
セルとは円盤状の平面二重膜で，コーン状の両親
媒性分子などによって膜端が安定化されることに
よって形成される．（011, 013ページ） （野口）

ミセル・臨界ミセル濃度
Micelle, critical micelle concentration (CMC)
両親媒性分子が水中で親水基を外側に疎水基を内
にして会合した状態をミセルという．低濃度では
1分子で溶けているが，ある濃度を超えると超過
分は会合してミセルを形成する．この濃度を臨界
ミセル濃度という．（011, 013ページ） （野口）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21303161
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=19013128
http://dx.doi.org/10.2142/biophys.50.232
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http://dx.doi.org/10.2142/biophys.45.94
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=9782059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=19734886
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1. はじめに

コドン出現頻度の偏り（コドンバイアス）の存在は，
翻訳過程における興味深い点の 1つである．翻訳過程
において，リボソームは，3つの塩基が組になったコ
ドンをアミノ酸に読み替え，タンパク質を合成する．
塩基は 4種類あるので，コドンは 4

3＝64種類（うち
3種類は停止コドン）あるのに対し，アミノ酸は 20

種類しかないため，1つのアミノ酸に複数のコドンが
対応している（同義コドン）場合が多い．合成される
タンパク質のアミノ酸配列だけを考えるなら，どのコ
ドンを利用してもよさそうなものだが，実際にはコド
ンの出現頻度には強い偏りがあり，しかも偏りの度合
いは生物種によっても，遺伝子によっても異なる．特
に，発現頻度が高いタンパク質の遺伝子には，コドン
出現頻度の偏りが強い傾向があることが指摘されてき
た 1)．
発現頻度が高い遺伝子は偏りが大きいことと，出現
頻度が高いコドンと対応する転写 RNA（tRNA）の濃
度には正の相関があることなどから，出現頻度が高い
コドンは翻訳が速く行われ，そのため発現頻度の高い
遺伝子は“速いコドン”を使うように進化してコドン
バイアスがかかったのではないかという考え方があ
る．この翻訳速度の違いについては，1984年に，最
小培地中の大腸菌を用いて in vivoで遺伝子ごとの翻
訳速度を測る実験が行われ，転写因子 lacIの遺伝子な
どのバイアスが弱い遺伝子は，リボソームの遺伝子な
どのコドンバイアスが強い遺伝子より，コドンあたり

のスピードが 50%程度遅いことが示された 2)．さら
に，1991年に，野生型の遺伝子と，同じコドンの繰
り返しを挿入した遺伝子の翻訳にかかる時間の差を in 
vivoで測ることにより，コドンごとの翻訳速度が見積
もられ，翻訳速度がコドンによって大きく異なること
が，定量的に示された 3)．
ところで，この会誌の読者の多くは，バクテリアの

DNAからたくさんの伝令 RNA（mRNA）がひも状に
伸び，各 mRNAに粒状の大きなリボソームがいくつ
も結合した電子顕微鏡写真をどこかでご覧になったこ
とがあるだろう（例えば文献 4）．このスナップショッ
トは，細胞内で，複数の mRNAが同時に転写・翻訳
されているだけでなく，1本の mRNAにも複数のリ
ボソームが結合して翻訳が並列に行われていることを
鮮やかに示している．同時に，翻訳過程のダイナミク
スを理解するためには，個々の独立したリボソームの
動作を研究するだけでは十分でないことも示唆してい
る．多くのリボソームが 1つの mRNAを翻訳しよう
とすれば，リボソーム同士の相互作用があるであろ
う．もし，あるリボソームが立ち往生してしまった
ら，後続のリボソームも立ち止まるしかない．つま
り，渋滞が引き起こされるかもしれない．特に前段落
に述べたように，翻訳速度がコドンに依存するなら，
遅いコドンの位置が，mRNA上のリボソームの「交
通流」に大きく影響する可能性がある．

生物物理 53（1），015-019（2013）

交通流と翻訳過程
御手洗菜美子　コペンハーゲン大学ニールス・ボーア研究所

Traffi  c Flow and Translation Process

Namiko MITARAI

Niels Bohr Institute, University of Copenhagen

Messenger RNAs (mRNA), that code sequences of amino acids by using triplets of nucleotides (codons), are translated by multiple 

ribosomes. Usually more than one codon corresponds to an amino acid. Th e ribosome speed is known to dependent on the codon, thus 

there is a room to keep an amino acid sequence (protein) and change the ribosome speed. We model the ribosome traffi  c with codon-

dependent rate estimated for E. coli and show that some wild type codon sequences can regulate “traffi  c jam” by placing slow codons 

at the begging of the mRNA. We discuss possible roles of slow codons in translation process.

Translation / Codon bias / Traffi  c jam / Lattice model
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2. 交通流とその数理モデル

交通流とは，狭い意味では「車の道路上の流れ」を
さす．車は人が運転しているのだから，それぞれの個
性があって普遍的な法則などなさそうに思えるかもし
れないが，実際に観測してみると，車の集団の振る舞
いにはある程度の普遍性がある．特に，高速道路のよ
うな信号や交差点のない単純な状況でも，車の密度を
だんだん増やしていくと，最初は流量（単位時間あた
りの車の通過台数）が増えるが，どこかで渋滞が起
こって流量が下がってしまうことが知られている 5)．
この渋滞への「転移」を理解するために，様々な数理
モデルが提案されてきた．交通流の研究に使われるモ
デルの中で，もっとも単純なものの 1つが，TASEP

（Totally Asymmetic Simple Exclusion Process，完全非対称
単純排除過程）と呼ばれるモデルである 5)．このモデ
ルでは，「道路」は離散化された 1次元格子として扱
われ，「車」は 1格子点を占め，前方へ一定の速度で
確率的にジャンプする．ただし，1つの格子点には最
大 1台の「車」しか入れない．したがって，1つ前の
格子点が他の「車」に占められている場合は，次の車
は前方へ移動することはできない．このような単純な
モデルでも，入口から「車」が入ってこようとする単
位時間あたりの確率 αと，出口から「車」が出て行け
る単位時間あたりの確率 βに依存して，自由走行相
（αとともに流量が増える）や渋滞相（βが律速となっ
て入口まで渋滞が伸びてしまう）などが見られる．
ここで，「道路」を mRNAに，「格子点」をコドン

に，「車」をリボソームに対応させてみると，交通流
とリボソームの mRNA上の移動の類似性が見えてく
るのではないだろうか．しかも，遅いコドンと速いコ
ドンがあるということは，場所によって様々な速度制
限がかかっているということであり，より複雑な挙動
が期待される．そこで我々は，コドンに依存する翻訳
速度を考慮した数理モデルを用いて，リボソームの
mRNA上の移動を解析することを試みた 6)．なお，
TASEPに類似のモデルは以前から翻訳過程のモデル
として提案されていることを指摘しておく 5), 7), 8)．

3. リボソームのダイナミクスの数理モデル

リボソームの mRNA上の移動を記述するために，
1つのコドンを翻訳する際のリボソーム内の詳細なダ
イナミクスは省略し，並列に翻訳を行うリボソーム間
の物理的な相互作用に注目したモデルを考える
（図 1）．mRNAは，コドンを 1格子点に見立てた 1次

元格子としてモデル化する．リボソームは，その大き
さを考えて，mRNA上では 11コドンを占めるとする．
リボソームは，翻訳開始速度 Ksで確率的に翻訳開始
サイトに結合しようとする．結合した場合は，すべて
のサブユニットが合成するのにかかる短い時間 τだけ
待った後，翻訳を開始し，mRNAの下流へ移動し始
める．各コドン（格子点）には，前節で述べたコドン
に依存した翻訳速度 Rxを割り当てる．添字の xは，
開始コドンから数えて何番目のコドンかを表す．もち
ろん，コドンの並びは mRNAの種類によって異なる
ので，{Rx}の並びは mRNAによって異なる．各コド
ンの翻訳は確率的に起こるものとし，短い時間刻み dt

ごとに，リボソームは確率 Rxdtで次に進もうとする．
停止コドンに達すると，リボソームは翻訳終了速度
Ktで翻訳を終了し，mRNAから解離する．リボソー
ム間の相互作用は，単純に排除体積効果のみとする．
つまり，翻訳開始，および次のコドンへの移動は，行
き先のコドンが他のリボソームに占められていないと
きだけ可能である（図 1）．
このモデルは，前述の TASEPの「車」を，複数の

格子点を覆うように大きくし，さらに前方へジャンプ
する速度が格子点ごとに異なるように拡張したものと
とらえることができる．
さて，すべてのコドンごとの翻訳速度はまだ測られ
ていないが，出現頻度の統計は得られている．そこで
我々は前述のコドン出現頻度の偏りと翻訳速度の相関
を仮定して，61種のコドンを，出現頻度の高いもの
から低いものへ A，B，Cの 3つのグループに分け，
グループ内では翻訳速度は同じであると仮定した．ま
た，それぞれのグループに，前述の in vivoでの翻訳
の実験 3)で測られたコドンが最低 1種類は含まれるよ
うに分けた．表 1に，我々が用いたグループ分けを
示す．その上で，数値実験を，最小培地で培養された
大腸菌の lacZの翻訳の実験データ 3)にフィットする
ことにより，翻訳開始速度 Ks，および A，B，C各グ

図 1 
翻訳過程の格子モデルの略図．格子がmRNA，各格子点がコドン，
楕円がリボソームを表している．格子上のグレイスケールの濃淡
は，翻訳速度（コドンに依存する）を表している．
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ループのコドンの翻訳速度を見積もった．（翻訳終了
速度 Ktは通常他の速度と比較して律速ではないので，
リボソームの「交通流」には影響しない）．見積もら
れた翻訳速度は，グループ A，B，Cの順にそれぞれ
35コドン /秒，8コドン /秒，4.5コドン /秒程度であっ
た（ここでは，これらの値はそれぞれのグループのコ
ドンの代表的な速度の目安と考えていただきたい．詳
しくは文献 6参照）．Aと Cの間では，翻訳速度に約
8倍もの差があり，どこに遅いコドンがあるかでリボ
ソームの流れに大きく影響しそうである．また，翻訳
開始速度 Ksは 0.9/秒程度と見積もられた．なおこの
値は文献 3)の最小培地中での実験をもとに見積もった
が，一般には翻訳速度，翻訳開始速度ともに，培地な
どの培養条件に依存することを注意しておく．

4. リボソームのダイナミクスの数値実験

これらの値をもとに，lacZ mRNAの翻訳の様子を数
値実験した 6)．図 2には，lacZについてのコドンの
mRNA上の並びを，A，B，Cグループで色分けして
示した（色が薄くかつ長い順に A，B，C）．図 3aに
は，上述のパラメータを用いて，リボソームの流れを
時空間プロットで示した．縦軸が時間，横軸がmRNA

上の位置であり，リボソームが存在する時空間領域が
塗りつぶしてある．ここでは，30個のリボソームが

翻訳を開始して終了するまでを示したが，これは
mRNAの半減期は有限であり，lacZ の場合 mRNA あ
たりの翻訳回数が 30回程度と見積もられていること
を反映している．また，図 3bには，Bと Cグループ
のコドン列を，停止コドンの近くに挿入した場合を示
した．図 3bでは，挿入されたコドンのために渋滞が
発生しかけている様子（リボソームが集中している）
が見て取れる．つまり，遅いコドンの配置によって
は，渋滞を起こすことが可能である．渋滞が広がらな
いですんでいるのは，mRNAの半減期が有限なため
であり，“mRNAの分解はリボソームの渋滞を軽減す
る”ということができるかもしれない．
図 3bはもちろん，人工的に引き起こされた渋滞で
ある．実際の野生型の mRNAのコドンの並びは，こ
のような渋滞は起こさない．しかし，図 3aをよく眺
めると，開始コドン側にもリボソームが集中してい
る，つまり小さな“渋滞”が起こっていることに気が
つく．これは，lacZでは，開始コドン側に Cグルー
プのコドンが集中しているからである（図 2参照）．
興味深いことに，出現頻度の低いコドン（遅いコド
ンであると考えられる）の現れる確率は開始コドン側
の方が高いことは，lacZだけでなく，他の発現頻度が
高い遺伝子にも見られることが，以前から指摘されて
おり 9)，我々もこの傾向を大腸菌と近縁種で確かめ
た 6)．我々は，この傾向は，リボソームの流れを制御

図 2 
lacZの翻訳速度の並び．色が濃く短いほど遅い．文献 5より．

図 3 
翻訳中の mRNA上のリボソームの位置の時空間プロット．文献 5
より．（a）lacZの mRNA．（b）lacZの停止コドン近くに遅いコド
ンを挿入した mRNA．

表 1 
コドンの速度によるグループ分け．“̶”は停止コドン．

TTT B TCT A TAT B TGT B

TTC A TCC A TAC A TGC A

TTA B TCA B TAA ̶ TGA ̶

TTG B TCG B TAG ̶ TGG A

CTT B CCT C CAT B CGT A

CTC B CCC C CAC A CGC A

CTA B CCA C CAA B CGA C

CTG A CCG B CAG A CGG C

ATT A ACT A AAT B AGT B

ATT A ACT A AAT B AGT B

ATC A ACC A AAC A AGC B

ATA C ACA B AAA A AGA C

ATG A ACG B AAG B AGG C

GTT A GCT A GAT B GGT A

GTC B GCC B GAC A GGC A

GTA A GCA A GAA A GGA C

GTG A GCG B GAG B GGG B
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する為に進化したものかもしれないと考えている．も
し，遅いコドンが停止コドン側に集中してそこから渋
滞を引き起こせば，各リボソームが mRNAを翻訳す
るのにかかる時間が長くなってしまう（図 4a）．細胞
分裂中にはリボソームが様々な遺伝子の発現のために
必要とされていることを考えれば，これは経済的とは
いえない．一方，遅いコドンを入り口付近に配置して
おけば，もしそこから渋滞が発生しても開始コドンを
すぐにブロックしてしまうため，余分なリボソームが
渋滞の中で無駄な時間を過ごすことを防ぐことができ
る（図 4b）．同様の指摘は，その後イースト菌 10)や
より高等な生物 11)についてもなされている．
また，さらに興味深いことに，開始コドン周辺のコ

ドンの配列が，mRNAの半減期に大きく影響するこ
とが，大腸菌の lacZを用いた実験で報告されてい
る 12)．上述のモデルでこれらの mRNAの翻訳の数値
実験を行うことにより，我々は開始コドン近くでの
mRNAのリボソームによる被覆率と半減期に相関が
ある可能性を指摘した 13)．開始コドン近くでの被覆率
は，もちろんそのあたりでの遅いコドンの配置に強く
依存する．つまり，遅いコドンの配置が，mRNAの
半減期にも影響しているかもしれない．

5. まとめ

本稿では，翻訳過程のリボソームの mRNA上の移
動に注目した研究を紹介した．特に，強調したいの
が，多数のリボソームが並列に翻訳を行うという点を
考慮すると，遅いコドンが，リボソームの交通整理と
いう「機能」を持ちうる点である．なお，本稿で紹介
したモデルは，Javaアプレットとして我々のグループ
Center for Models of Life（CMoL）のホームページに掲
載されており，手軽にダイナミクスを眺めることがで
きるので，ぜひお試しいただきたい 14)．

コドンによって翻訳速度が違い，しかも同義コドン
のおかげで，あるタンパク質をコードするという制限
のもとでも，翻訳速度をある程度調整できるというの
は，翻訳過程の特色である．ここでは特に，コドンの
配置によるリボソームの流れの制御に注目したが，コ
ドンバイアスの存在理由は他にもあるだろう．例え
ば，遅いコドンの配置がタンパク質の折れたたみに貢
献している（ドメインの間に遅いコドンを配置し，最
初のドメインが正しく折れたたむのを待ってから続き
を翻訳するように配置されている）場合があるという
報告もある 15), 16)．一方で，バクテリアでは，転写と翻
訳が同時に起こる 4)ので，転写のダイナミクスと，翻
訳中のリボソームのダイナミクスの間に相互作用があ
るという研究もある 17)．このような，翻訳の動力学と
他の細胞内の分子過程とのカップリングを，より定量
的に理解することは，重要な研究課題の 1つである．
また，翻訳の制御とリボソームの関係もおもしろい
課題である．翻訳過程は，環境の変化に応じた制御を
しばしばうける．例えば，非コードの小さな RNA

（sRNA）は，mRNAに結合することで，リボソーム結
合サイトをブロックして翻訳を防いだり，mRNAの
分解を促したりする 18)．また，バクテリアはしばし
ば，遺伝子発現全般をブロックする Toxinと，Toxin

の活性を失わせる Antitoxinの組を持っている（TA

系）．Toxinの 1つである RelEは，翻訳中のリボソー
ムの Aサイトに入り込んで mRNAを分解する酵素で
ある．また，Antitoxinの RelBとの比は，翻訳頻度と
タンパク質の半減期とのバランスで制御されており，
ストレス下で翻訳が滞ると Toxinが解放され，翻訳を
素早く停止させる機能を持っていると考えられてい
る 19)．これらの制御は，翻訳しようとする，または翻
訳中のリボソームと競合して翻訳を制御しようとする
過程である．これらの系において，リボソームとの相
互作用を通じた制御へのフィードバックがどの程度あ
るかといったことも明らかにしていきたい．
最後に，謝辞をかねて，我々の研究グループに関し
て，少しだけ言及させていただきたい．本研究は，デ
ンマークにあるニールス・ボーア研究所で行われた．
ニールス・ボーア（Niels Bohr）といえば量子力学だ
が，研究所では量子力学に限らず広い範囲の物理の研
究が行われている（ちなみに物理学者のデルブリュッ
ク（Max Delbrück）が生物の研究を始めたのは，ボー
アの講演に触発されたことが一因だそうである 20)）．
著者の所属は Biocomplexity groupの理論で，他に複数
の実験グループもある．理論グループでは，7年ほど
前に Center for Models of Life（CMoL）を立ち上げ，生

図 4 
遅いコドンの影響の概念図．三角形は交通流の「障害」となる遅
いコドンの位置を表している．（a）遅いコドンが停止コドン側に
ある場合．（b）遅いコドンが開始コドン側にある場合．
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御手洗菜美子

物に関係する理論研究を幅広く行っており，私も
2009年にその一員に加わった．CMoLのメンバーは，
統計物理，非線形物理，生物物理をバックグラウンド
に持つ研究者と学生が主だが，生物学科出身の研究者
もいる．また，国内外の他研究室とも積極的に共同研
究をしており，本研究も CMoLの Kim Sneppenおよび
コペンハーゲン大学生物学科の Steen Pedersenらとの
共同研究である．研究テーマは，本稿にあげたような
細胞内の分子過程の数理モデル解析から遺伝子制御
ネットワーク，生態系や進化のモデルまで幅広い．ま
た，ホームページで数理モデルの Javaアプレットの
公開も積極的に行っている．人材募集および研究会や
サマースクールの開催もしばしば行っているので，生
物物理学会関係の皆さんにもぜひ立ち寄っていただ
き，交流を深めていただければ幸いである．
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コドンバイアス
Codon bias
同義コドン内で，それぞれのコドンが使われる頻
度が偏っていることをさす．生物種によってどの
コドンが高頻度に使われるかは一般に異なってお
り，また同一種内でもコドン使用頻度の偏り具合
は遺伝子によって異なる．
（015ページ） （御手洗）

交通流モデル
Traffic flow model
交通流を記述する数理モデル．本稿で紹介した
TASEPやその拡張の他，セルオートマトンモデル，
車の速度の変化を前方の車との距離などの関数と
する追従モデル，密度に依存した速度場を仮定す
る流体モデルなどがある．
（016ページ） （御手洗）

※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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1. ATPはまだ理解し尽くされていない

アデノシン三リン酸（ATP）はよく知られている通
り，細胞の主要なエネルギー通貨あるいは RNAの直
接の前駆体として，生命にとって非常に重要な役割を
担っている．ATPが枯渇するというのは細胞にとって
大問題であるから，できるだけ細胞内 ATP濃度が一
定に保たれるようにシステムレベルで設計されてい
る，とされている．ところが，一部の細胞では ATP

は細胞内外でシグナルとしても機能していると考えら
れており，ATP濃度が一定であるという考えとは反す
るように見える．ATP濃度は常に一定なのか，それと
も変化するものなのか？　細胞内で局所的に濃度の違
う場所は存在するのか？　ウイルスの感染などのスト
レス時はいったいどうなるのか？　これまでは生細胞
内 ATP濃度を測定する適切な方法が無かったために，
これらの問いにはほとんど答えられなかった．我々は
こうした問題を解決するため，フェルスター共鳴エネ
ルギー移動（FRET）を利用した蛍光 ATPバイオセン
サーを作るところから研究を開始した．

2. ATeamの開発 1)

多くの生物において ADPとリン酸から ATPを合成
する反応の大部分は FoF1-ATP合成酵素（以降 FoF1）に

よって担われており，哺乳類では，実に 90%以上に
達する．FoF1は多数のサブユニットから構成されてい
るが，バクテリアの場合，その中に εという分子量
14,000程度のサブユニットがある．10年ほど前，単
離した好熱性細菌 Bacillus sp. PS3の εに ATP結合活性
があることが山田らによって発見された．さらにその
後の研究で，ATPの結合と解離によって εの C末端 α
ヘリックスが伸び縮みし，それによって FoF1の活性
を調節しているらしいこともわかってきた 2)．
我々は，ATP依存的な εの C末端 αヘリックスの

伸び縮みをバイオセンサーに利用できるのではないか
と考えた．まず，εの N末端側に CFP，C末端側に
YFPを融合させた人工蛋白質を作製した．これまでの
構造生物学的知見から，ATP結合状態と非結合状態で
は構築した融合蛋白質の FRET効率が大きく変化する
ものと予想された．当初はなかなか思うような FRET

効率の変化は見られなかったが，蛍光蛋白質の種類や
リンカーの長さなどを検討した結果，幸いにして ATP

によって大きく FRETが変化するバイオセンサーを得
ることができた．このバイオセンサーは ATPに対し
て非常に特異性が高く，ADPや GTP，さらには dATP

にはほとんど反応しない．また，キネティクスの解析
から，10秒程度のダイナミクスであれば追随可能で
あることもわかった．我々はこのセンサーを「ATeam」
と命名した（図 1）．

生物物理 53（1），020-023（2013）

細胞内ATPの分布とダイナミクス，その制御
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Distribution and Dynamics of Intracellular ATP Level, and their Regulation
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ATP is indispensable for all living organisms. Despite its importance, however, distribution and dynamics of ATP level inside living cells 

still remained unclear. We have developed FRET-based ATP biosensors, “ATeam” and “GO-ATeam”, which enabled us to visualize intra-

cellular ATP level. Using these biosensors, we have successfully evaluated the eff ect of IF1 protein and Ca2+ on regulation of ATP level. 

Also, we found that replication of hepatitis C virus genome resulted in the declination of cytosolic ATP level of host cells and the forma-

tion of putative virus replication sites with high ATP levels.

ATP / calcium / mitochondria / FoF1 / IF1 / HCV

※図 2，図 4は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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ATeamをコードする cDNAを導入した動物細胞は，
細胞質に ATeamを発現した．ATP濃度の評価は，蛍光
顕微鏡を使ってこの細胞のFRET画像（CFP励起・YFP
蛍光）と CFP画像（CFP励起・CFP蛍光）を取得し，コ
ンピューターでFRET/CFP比（FRETシグナル）を計算
することにより行った．FRETシグナルが高いほど ATP
濃度が高いことになる．ATeamを発現する HeLa細胞
（ヒト子宮頸がん由来）に ATP合成阻害薬を加えると

FRETシグナルはすみやかに低下したことから，
ATeamは細胞内でも機能することが確かめられた．一
方，薬剤処理を行わない場合は FRETシグナルはほと
んど変動せず，定常状態では細胞内 ATP濃度は安定
に保たれていることがわかった．次に，ATeamにシグ
ナル配列を付加することでミトコンドリアや核の内部
へ局在させてATPレベルを調べたところ，ミトコンド
リア内部のATP濃度は，細胞質や核に比べて有意に低
いことが明らかとなった．ミトコンドリアはATP生産
工場であるが，人間社会の工場と同様，作った ATPは
すぐ出荷して在庫をためないようにしているようだ．

3. IF1による細胞内 ATP恒常性維持 3)

ミトコンドリアでのFoF1によるATP合成は，電子伝
達系と共役している．そのために，電子伝達系を担う
呼吸鎖の基質や電子伝達系における電子の最終受容体
である酸素の供給が絶たれると緊急事態となる．さら
に悪いことに，in vitroにおいて，ミトコンドリア膜電
位が消失して ATP合成能を失った FoF1は普段とは逆
の ATP加水分解反応を触媒することが知られている．
この加水分解反応はプロトンをマトリックスから膜間
腔側にくみ上げる反応と共役しているので，ミトコン
ドリア膜電位の維持という役割を果たしていると見ら
れるが，FoF1による無秩序な ATP加水分解は生命に
とって看過できない状態であることに変わりない．

1963年に，IF1（inhibitor of F1）が F1（FoF1の膜外部
分．ATPの合成・分解を担う）による ATP加水分解

を阻害する蛋白質として同定された 4)．これまで，IF1
のFoF1に対する作用機序については多くの知見が得ら
れている．しかし，これらはすべて in vitro実験から
得られたものであり，実際の細胞内で IF1がFoF1に対し
てどのように作用し，どのような生理的機能を担って
いるのかについてはほとんど研究がされてこなかった．
このような状況の背景には細胞内ATPレベルを計測す
るための技術的な制約があった．実際に，2007年，生
細胞内の IF1の役割に関する報告がはじめてなされた
が，細胞内マグネシウム濃度を測定する蛍光プローブ
を用いて間接的に細胞内ATP濃度を見積もっていた 5)．
そこで我々のグループは，ATeam安定発現HeLa細胞
を作製し，RNAiによるノックダウンを利用して IF1
の生理的機能を解析することにした．はじめに CCCP
という脱共役剤を用いてミトコンドリア膜電位を消失
させて細胞内 ATP動態を解析した（図 2a）．すると，
コントロール細胞では見かけ上細胞内 ATPレベルは
ほぼ一定であったが，IF1ノックダウン（IF1-KD）細胞
では CCCP処理後数分間に細胞内 ATPが低下し，そ
の直後に，基底状態へと回復した．FoF1阻害薬のオリ
ゴマイシン存在下でCCCPを添加すると，IF1-KD細胞
における一過的な ATPレベルの低下が回避されるの
で，CCCP単独処理による ATP減少は FoF1による ATP
加水分解が原因と考えられる（図 2b）．次に，CCCPに
加えて 2-deoxyglucose（2-DG：解糖系の阻害剤）を添加
したところATPレベルが回復することなく低下し続け
たことから（図 2c），図 2aの IF1-KD細胞で見られる

図 1  
蛍光 ATPバイオセンサー“ATeam”（a）への ATPの結合と解離
によって FRET効率が変化する．（b）ATP結合による ATeamのス
ペクトル変化．

図 2  
ATP合成系を阻害した時の IF1ノックダウン（IF1-KD）細胞および
そのベクターコントロール（cont.）細胞の ATP動態の解析．Time  
 0において，CCCP単独（a），CCCP  oligomycin（b），CCCP   
2DG（c）を加えて，おのおのの細胞内 ATPレベルを FRETシグナ
ルとして示した．左側は代表的な細胞のレシオイメージで，右側
は 10-20細胞の FRET効率の平均値をプロットした（赤色：cont.，
黄色：IF1-KD）．
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ATPレベルの回復はミトコンドリアでの ATP供給が
滞った後に解糖系が亢進することで補完されたと考え
られる．また，このとき（図 2c），コントロール細胞に
比べてIF1-KD細胞においてATP分解速度が速いことか
ら，IF1がFoF1によるATP加水分解を阻害することで細
胞内 ATPレベルの低下を遅延させていると見られる．

ATPのほとんどは細胞質内に存在するため，今回は
細胞質 ATP濃度に対する IF1の影響に絞って研究を
行った．しかし FoF1および IF1はミトコンドリア内に
存在するので，今後はミトコンドリア内 ATP動態に
も着目した研究が必要だろう．

4.  Ca2+によるミトコンドリア ATP合成の制御 6)

実はミトコンドリアには，細胞質に高濃度の Ca
2+

が流入した際に一時的に Ca
2+を吸収するという機能

がある．ミトコンドリアのエネルギー代謝に関わるい
くつかの酵素が生理的な濃度の Ca

2+によって活性化
されることから，ミトコンドリアに流入した Ca

2+が
ATP産生を制御している可能性が考えられてきた．
我々は，レシオメトリック計測可能な既存の Ca

2+セ
ンサーを ATeamと一緒に細胞に導入してイメージン
グすることで，同じ細胞でCa

2+シグナルとATP産生を
同時に計測できないかと考えた．ところが，ATeamと
既存の Ca

2+センサーを併用することは，蛍光のクロ
ストークなどの制約があり困難であった．そこで，既
存の Ca

2+センサーと併用が可能となるように，ATeam

の蛍光蛋白質を CFP-YFPの組み合わせから別の組み
合わせに変えることを検討し，最終的に GFP（cp173-

mEGFP）をドナー，OFP（mKOκ）をアクセプターと
する「GO-ATeam」を開発した．ATeamと比較して，
GO-ATeamの励起・発光スペクトルは長波長側にシフ
トしており，紫外光で励起される Ca

2+センサー fura-2

と蛍光のクロストークがほとんど見られなかった．
GO-ATeamをミトコンドリアに発現しているHeLa細

胞に fura-2をロードしてイメージングすることで，実際
にミトコンドリアATP濃度と細胞質Ca

2+濃度の変化を
単一細胞レベルで計測することにも成功した．細胞を
ヒスタミン刺激するとまず Ca

2+濃度が非常に速やかに
上昇し，それに続いてミトコンドリア ATP濃度の上昇
が起こった（図 3）．さらに，Ca

2+濃度の上昇幅とATP

濃度の上昇幅には正の相関が見られた．どちらの結果
も，Ca

2+がミトコンドリアでのATP産生を促進してい
ることを強く支持するものである．一方，細胞質 Ca

2+

濃度はヒスタミン刺激後 10分くらいからスパイク状
の振動を始めるものの，ミトコンドリア ATP濃度の
ダイナミクスには Ca

2+振動との相関がまったく見ら
れなかった．この理由はまだはっきりとはわからない

が，いったん Ca
2+で活性化されたミトコンドリアは，

その後のCa
2+の短時間の増減にあまり影響されずにし

ばらく活性化状態を維持する仕組みがあるのだろう．

5.
 C型肝炎ウイルスによる 

宿主細胞内 ATP分布の撹乱 7)

ウイルスが宿主細胞内で増殖する際に，ATPが重要
であることが複数のウイルスで報告されている．中で
も肝炎，肝硬変，肝細胞癌の主要な原因ウイルスである
C型肝炎ウイルス（HCV）については，ウイルス蛋白
質の酵素活性にATPの加水分解エネルギーが必要であ
ることや，ATP濃度が亢進するとウイルスの複製効率
が向上することが報告されている 8)．にもかかわらずメ
タボローム解析の結果ではHCV感染細胞のATP濃度は
有意に低下していた．ATP濃度が低下する一方で，HCV

の効率的な複製はどのように維持されるのだろうか？

HCVは複数のウイルス蛋白質を内包した小胞体膜か
らなる「複製複合体」を形成し，核酸分解酵素の攻撃か
ら守られた環境下で遺伝子複製を行う（図 4a）．HCV

は，効率的な複製のために複製複合体内の ATP濃度
を亢進している，という仮説に至り研究を行った．
はじめに，ATeamを用いて，HCVが複製している細

胞と複製していない親細胞の ATPレベルを比較した．
その結果，複製細胞の細胞質の ATPレベルは有意に
低下しており，メタボローム解析の結果と一致した．
続いて，複製複合体内の ATPレベルの解析を試みた．
外来蛋白質は複製複合体内へ移行しない．そこで，複
製複合体を構成するウイルス蛋白質の 1つ NS5Aに
ATeamを融合させたHCV複製系（HCV/ATeam）を構築
した（図 4a）．細胞内でHCV/ATeamが複製すると，発
現した NS5A-ATeamは複製複合体内に局在して顆粒状
のパターンを示す（図 4b上）．一部は細胞質にも局

図 3 
GO-ATeamと fura-2を利用した，ミトコンドリア ATPと細胞質
Ca2+の同時計測．T = 0において 100 μMヒスタミンを添加して
HeLa細胞を刺激した．
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在する．局在パターンから複製複合体を識別し，その
場における FRETシグナルを定量した．コントロール
として NS5A-ATeamの単独発現系を用いた（細胞質に
のみ局在する）．HCV/ATeam複製細胞で細胞質に局在
する NS5A-ATeamの FRETシグナルは，NS5A-ATeam
単独発現細胞と比較して低下しており，上述の結果と
一致した．一方，顆粒状の局在部位の FRETシグナル
は大幅に亢進していた（図 4b中下）．その ATP濃度
は，細胞質ではおよそ 2 mMから 1 mMに低下する一
方，複製複合体ではおよそ 5 mMと大幅に亢進してい
た．阻害剤を用いて複製を阻害したところ，短時間の
阻害では複製複合体・細胞質ともに ATP濃度が亢進
したが，長時間阻害したところ，どちらも NS5A-
ATeam単独発現細胞と同等レベルまで低下した．
以上の結果から，次のようなモデルを考えている．

HCV複製細胞では何らかのメカニズムにより細胞質
のATPが複製複合体に流入し，細胞質のATP濃度が低
下する．その結果，平衡が崩れ ATP産生が亢進する．
短時間の阻害ではATPの複製複合体への流入とATP産
生の亢進が維持されているため，複製複合体・細胞質
ともにATP濃度が亢進したと考えられる．複製複合体
へATPが流入するメカニズムについて，現在解析を進
めている．これまでに，活性化状態にあるミトコンドリ
アが高いATP濃度を示す複製複合体に近接しているこ
とが確認されており，ミトコンドリアからの直接的な
ATPの流入も考えられる．HCV複製細胞においてミト
コンドリアの形態異常が報告されており，ミトコンド
リアとHCV複製複合体の相互作用は非常に興味深い．

6. おわりに

筆者の 1人が子供の頃楽しみにしていたテレビ番組
に「特攻野郎 Aチーム」というアメリカのアクショ
ンコメディーがあった．ベトナム帰りの個性的な 4人
組「Aチーム」が，不可能と思えるようなミッション
を破天荒な方法で次々に成功させていくのが痛快で
あった．本稿で紹介した「ATeam」は，ベトナム帰り
ではないが，開発にはベトナムから来た留学生が関
わってくれた．代謝物のバイオセンサーはまだまだ少
ないので，個性的といえば個性的である．次々とうま
くいくどうかはわからないが，ATPの新しい計測法を
もたらしたこのバイオセンサーが今後もさまざまな
ミッションを成功させてくれると期待している．
最後に，野地博行博士，鈴木哲朗博士，吉田賢右博
士，中野雅裕博士，永井健治博士をはじめ本研究に関
わった共同研究者，そして常に有用なアドバイスや温
かい励ましをくれた同僚に深く感謝致します．
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図 4  
（a）HCV/ATeam複製細胞における ATP分布の概念図．NS5A-
ATeamを含む複数のウイルス蛋白質から複製複合体が形成され，
内部の ATP濃度が亢進する．（b）HCV/ATeam複製細胞の FRET観
察．複製複合体を示す顆粒状の発現部位で強い FRETが観察され
る．スケールバー，20 m．

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22493494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=14109217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=18590689
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21488691
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22396648
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=17487147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=19720993


総説

024

1. 物質とその存在場所を探る

これまで木材化学の研究に携わるなかで，主に，木
材細胞を形づくるのに欠かせない主成分である「リグ
ニン」の化学構造分析を行ってきた．リグニンは木材
細胞を強固にし，また，菌によって腐るのを防ぐな
ど，植物，特に樹木が長い間生きていくのに必須の物
質である．リグニンは，非常に複雑な高分子であり，
形も一定ではなく，また，いまだ分子量もよくわかっ
ていない．リグニン研究において最も困難な課題は，
その化学構造の仕組みの解明もさることながら，植物
組織において，どの部分にどのようなリグニン構造が
存在するのかということである．
植物や動物といった生体試料を扱う場合，何といっ

ても物質の存在場所の特定が難しい．第一段階とし
て，ある重要な物質をうまく生体から取り出し，化学
構造を決定する．次のステップは，その物質が細胞ま
たは組織のどの場所に存在しているのか，さらにはど
こで合成され，機能しているのかといった「場所の情
報」を解明することである．生体に限らず，たとえ
ば，ある汚染物質はサンプルのどこについてしまった
のか，または，添加した物質は偏らずに均一に固体サ
ンプルに分布しているのか，といった「物質」と「場
所」との関係を知ることは，近年においても，意外に
もとても難しい．なぜなら，通常，顕微鏡で見ただけ

では，試料の形状はわかるが，化学物質の位置はわか
らないからである．
今回，「物質の位置が見える顕微鏡」とでもいうべ
き新しい技術である「飛行時間型 2次イオン質量分析
法」の仕組みや能力などを踏まえ，植物組織における
リグニンの場所観察の成果を中心に紹介する．

2. リグニン観察の意義

木材組織は，死んだ細胞の集まりであり，細胞壁が
厚く発達している（図 1）．これら細胞壁は，セルロー
スなどの多糖とリグニンが複雑に絡み合ってできてい
る．このうち，リグニンは，20-30%存在する 1)．
形成層は，木材断面の最も外側，つまり，樹皮のす
ぐ内側に存在する．形成層で作られた細胞はやがて死
に，次々と内側に押し出されることにより，樹木の幹
は太くなる．細胞が死ぬ過程で，細胞壁に堆積してい
くリグニンの化学構造の分布が，どのようにコント
ロールされているのかわかっていない．
リグニンの観察は，植物学的な観点からだけではな
く，工業的な木材利用の面でも重要である．我々が毎
日使う紙製品だけでなく，近年注目を浴びるバイオエ
タノールも，リグニンを除去することにより，多糖か
ら作られる．よって，木材利用のカギを握るリグニン
の分布を迅速かつ正確に評価する手法が求められる．

生物物理 53（1），024-027（2013）

飛行時間型2次イオン質量分析法による植物組織の
分子レベル観察
齋藤香織1,2，福島和彦1

1名古屋大学大学院生命農学研究科
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Molecular Imaging of Chemical Compounds in Plant Tissue by Time-of-fl ight Secondary Ion Mass Spectrometry

Kaori SAITO1,2 and Kazuhiko FUKUSHIMA1

1Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
2Graduate School of Agriculture, Kyoto University

Time-of-fl ight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS) is a non-destructive technique that allows for direct imaging of molecular 

ions with high spatial resolution on sample surface. In this review, the application of TOF-SIMS imaging at the cellular level in the in-

vestigation of wood chemical components including lignin is described.

imaging / molecular mapping / TOF-SIMS / lignin / plant tissue

※図 1，図 3は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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3. リグニンの分子レベル観察

リグニンの存在場所についての研究は，紫外線顕微
鏡により精力的に発展を遂げた 2)．リグニンの基本構
造であるベンゼン環が紫外線を吸収する性質を持つこ
とから，顕微鏡写真においてリグニンの多い場所と少
ない場所が黒い濃淡で見える．その他よく用いられる
手法として，リグニン中のある特徴的な化学構造部分
に反応する染色試薬を用いて色で場所を判定する方法
がある 3)．以上のような方法は，リグニンがある組織
にあるかないか，多いか少ないか，という判別ができ
る．しかし，リグニンの詳しい分子化学構造，すなわ
ち，「分子レベル」で場所を確定するには限界がある．
リグニンは，炭素C，水素H，酸素Oの原子から成る
分子である（図 2）．ベンゼン環の種類によって，主に，
グアイアシル（G），シリンギル（S）核と呼ばれるタイ
プがある．これらG，S核に 3つの炭素がついたものが，
リグニンの基本単位（モノマー）である．これらモノ
マー同士がランダムに結合し，リグニン高分子となる．
このような不規則な形を持つリグニンが，細胞の種

類などによって構造や濃度が異なることが示唆されて

いる．リグニンの分子レベル観察とは，木材組織にお
いて，グアイアシル核やシリンギル核分子などの特定
の分子化学構造の存在場所を特定することである．こ
れら分子の場所を可視化する手法の仕組みについて，
次に説明する．

4. 飛行時間型 2次イオン質量分析法

飛行時間型 2次イオン質量分析は，試料から放出さ
れた分子の質量 /電荷比（m/z）を検出する質量分析
と，その分子の位置を可視化する顕微鏡の機能を併せ
持っている．試料からの分子の取り出し方に特徴があ
る．高いエネルギーを持つイオン（1次イオンと呼ば
れ，金イオンなどが用いられる）を衝突させることに
より，試料表面から放出される様々な原子や分子をイ
オンとして取り出し，質量を検出する（図 3）．これ
ら原子や分子の試料から取り出された位置はすべて記
録されているので，試料表面における存在場所がわか
る（質量分析イメージングと呼ばれる）．
放出される分子は，試料のごく表面，数 nmの深さ

から得られ，試料測定後も，表面形状はほとんど変化
ない．このことから，飛行時間型 2次イオン質量分析
は，「非破壊的」な表面分析法に分類される．
飛行時間型とは，試料から放出された分子イオン
を，一定の距離飛行させる間に，小さな質量の順に分
離して検出する質量分析である（図 3）．実際には，
分子量が数 1000程度までの分子を検出できる．

1次イオンの衝突により，リグニン分子は小さな分
子に断片化され，グアイアシル核やシリンギル核を持
つイオンが検出されることとなる．

図 1  
木材の組織構造と化学成分

図 2  
リグニンの基本単位と化学構造

図 3  
飛行時間型 2次イオン質量分析の仕組み
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5. 木材組織におけるリグニン分子の観察

リグニンの特徴的 2次イオンの化学構造を図 4に
示す．グアイアシル核およびシリンギル核を持つ分子
イオンの質量は，それぞれ m/z 137と m/z 167であっ
た．m/z（質量電荷比）は，検出された質量をイオン
の電荷で割った値であり，通常質量分析で用いられる
数値である．
飛行時間型 2次イオン質量分析により分子イオン観
察を行う場合，その分子イオンが，間違いなくター
ゲットとする物質由来であるかどうかを確定すること
が最も重要である．リグニン分子イオンの同定にあ
たっては，化学処理によって木材から部分的に取り出
したリグニンサンプルや，人工的に化学合成して実際
のリグニンを模倣したリグニンモデル化合物などのリ
グニンサンプルを用いて証明した 4), 5)．
これら確定したリグニンの分子イオンの分布を，カ

エデの木材組織において観察した結果を図 5に示
す 6)．カエデは広葉樹であり，マツなどの針葉樹と異
なり，水を通す道管が発達している．図 5の木材断
面組織において，大きく穴の開いた部分が道管であ
り，中は空洞で水を通す部分である．道管の周りを取
り囲む細胞は，木繊維（もくせんい）と呼ばれる樹体

を支える細胞である．今回，道管と木繊維のリグニン
分布の違いに注目した．
飛行時間型 2次イオン質量分析では，試料から放出
されたすべてのイオンの分布を見ると，試料の表面形
状がわかる．よって，図 5におけるすべてのイオン
の分布は，木材断面の組織構造を表している．リグニ
ン分子イオンを観察した結果，グアイアシル核を持つ
分子イオンは木繊維に比べて道管でやや多く，シリン
ギル核は道管でそれほど多くはなかった．しかし，見
た目ではどのくらいグアイアシル核が道管に多いのか
わかりにくかったため，イオンの相対強度（試料から
取り出された各イオンの量）を用いて，数値で表すこ
ととした（図 5）．
シリンギル核の量をグアイアシル核の量で割った比
である S/G比は，シリンギル核とグアイアシル核の

図 4  
リグニンの特徴的 2次イオンの構造

図 5  
カエデ木材組織におけるリグニンの分子レベル観察．グアイアシ
ル核とシリンギル核分子の分布の違い．

図 6  
法隆寺古材におけるヒノキニンの分子イオン観察
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量の差を見る場合に，リグニン化学でよく用いられる
指標である．S/G比は，樹木の種類や細胞の種類に
よって異なることが知られている．飛行時間型 2次イ
オン質量分析では，測定した 1つのイメージにおい
て，見たい部分だけを切り取り，その部分における各
2次イオンの強度比を知ることができる．

S/G比を調べた結果，木繊維を切り取った部分では
S/G比は約 1.0，つまり，シリンギル核とグアイアシ
ル核はほぼ等量であった．これに対し，道管では，S/

G比は約 0.5となり，グアイアシル核に富んでいるこ
とが示された．
以上のように，飛行時間型 2次イオン質量分析を用

いることにより，道管や木繊維といった細胞の種類に
よって，グアイアシル核とシリンギル核を持つリグニ
ンの分布に違いがあることが示された．この技術を用
いて，木材だけではなく，多種の植物中のリグニン化
学構造の複雑な分布の解明に役立てたい．また，工業
的な利用の面でも，バイオエタノール生産などに適す
る植物種の選択において，リグニンの簡便な新しい評
価法として貢献することが期待される．

6.  リグニン以外の物質への適用：考古学への応用

飛行時間型 2次イオン質量分析は，「非破壊的」な
分析であることから，測定後も保存が必要な貴重なサ
ンプルの測定に適している．その例として，法隆寺建
造物に使われた古い木材に残存する微量成分の分子レ
ベル観察について簡単に紹介する．測定の目的は，法
隆寺のヒノキ古材が，立木から伐採された年代を推定
するという，考古学の知見を得ることである．
考古学において，出土した木材などの伐採年を決定

する場合，まず，木材の年輪の幅が毎年異なることを
利用した年輪年代法を用いて，どの年輪が何年にあた
るのかを決定する．次に重要なことは，木の丸太断面
によく見られる赤っぽい色をした中心部分「心材」と，
その周りの樹皮に近い白っぽい部分「辺材」の境目が
どこであるかの判定である．図 1の木材断面で見ら
れる，中心のやや濃い色の部分が心材である．
心材と辺材の境目の年輪の絶対年代を特定したあ

と，既に割り出されている辺材の統計的な平均年輪数
を加えることにより，伐採した年を推定する．樹皮が
残っている場合は，樹皮のすぐ内側の年輪の年代が，
木を伐採した年となる．しかし，建造物などに使われ
た場合，樹皮が残っていないのでわからない．また古
い木材では色が変わってしまっており，中心部にある
心材の部分が見ただけではわからない．

そこで，我々は，心材と辺材を科学的に識別するた
め，飛行時間型 2次イオン質量分析を用いた 7)．この
とき，辺材には存在せず，心材にのみ存在する木材微
量化学物質「ヒノキニン」に着目した．ヒノキニンの
分子レベル観察の結果，ヒノキニンの残存する場所が
わかり，心材と辺材の境目の年輪を特定することに成
功した（図 6）．
特定した心材と辺材の境目の年輪は西暦 662年で
あったことから，法隆寺古材の伐採年は，辺材平均年
輪数を加え，西暦740年前後であることがわかった 7)．
この測定法が，今後，伐採年がわからず，決着がつ
いていなかった文化財建造物の建築年代の決定に役立
つことが期待される．

7. まとめと展望

本稿では，木材化学成分の分子レベル観察におい
て，飛行時間型 2次イオン質量分析が簡便で正確な評
価法として適用できることを述べた．今後の課題は，
今回紹介したような乾燥した植物組織ではなく，凍結
した組織において，生体そのままの化学成分観察を行
うことである．また，試料表面だけではなく，試料の
深さ方向の分布も併せて観察できるような 3次元的分
布解析に焦点が当てられる．このような分析手法の向
上により，これまで知り得なかったあらゆる生体分子
の存在場所の解明に貢献するであろう．
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1. クロマチンリモデリング因子の概要

クロマチンリモデリング因子とは，ATP加水分解の
化学エネルギーを利用して，これをクロマチン高次構
造の変化，即ち，その構造単位であるヌクレオソーム
の「移動」「撤去」「再構築」を伴う物理的変化へと変
換する機能分子を指す．クロマチンリモデリング因子
は，その大部分が複数以上のコンポーネントから成る
が，その中に必ず ATP加水分解活性（ATPase）を持
つ DNAモーターサブユニットを 1種・1分子含んで
いる．同一の ATPaseサブユニットを共有しても，こ
れと結合する他（アクセサリー）のサブユニットの種
類・構成が異なることにより，複合体分子全体として
発揮する生物学的機能が異なる場合があり，注意が必
要である．クロマチンリモデリング因子は，大まかに
SWI/SNF, ISWI, CHD, INO80の計 4種サブファミリー
で構成されるが，この分類基準は ATPaseサブユニッ
トのサブドメイン構成の特徴による．即ち，モーター
活性を発揮する本体である RecA（DNA相同組換えに
働くモーター蛋白質）と類似の foldingを示す ATPase

サブドメインは共通しているが，それ以外には，上記
4種サブファミリー毎に，独自の特徴的な DNA結合
サブドメインを併せ持つ．尚，因子毎のサブドメイ
ン・サブユニット構成に関しては，その詳細を記した
文献 1), 2)を別途御参照頂きたい．
本稿で紹介する Yeast（Saccharomyces cerevisiae）の ISWI

には，ATPaseサブユニットとして Isw1と Isw2の 2種
類が存在し，前者を含むものに ISW1a（Isw1と Ioc3で

構成）と ISW1b（Isw1, Ioc2, Ioc4で構成），後者を含む
ものに ISW2（Isw2と Itc1で構成）がある．これまで
の種々の in vivo・vitro解析の結果，ISW1aは遺伝子の
転写抑制，ISW1bは転写活性促進，ISW2は転写抑制
すると，それぞれ理解されている．
クロマチンリモデリング因子の持つ機能は，ヌクレ
オソームにアクセスする本因子が，如何にコアヒスト
ン周囲の DNA鎖を移動させ，結果的に，ヌクレオ
ソームの幾何的位置を移動させるかが，その本質であ
る．しかしながら，この分野に於ける従来の研究では，
生化学解析でヌクレオソームの移動が観察されていて
も，原子レベルでの動的メカニズムや素過程の詳細の
殆どは，未だ憶測の域を出ていない．その理由は，本
因子の X線結晶構造解析等の構造生物学的データが
乏しかった為である．そこで Prof. Timothy J. Richmond

をリーダーとする我々の研究室では，ISW1aを研究材
料とし，X線結晶解析・クライオ電顕解析・生化学解
析の総合的アプローチを用いて，クロマチンリモデリ
ング機構の一端を明らかにすることを目指した．

2. ISW1a-DNA複合体の結晶構造の特徴

図 1aに結晶非対称単位中の ISW1a(ΔATPase)-DNA

複合体構造を示した．この複合体構造の特徴は ISW1a 

1分子に対し，DNAが 2分子（同一配列，全長 48 b.p.）
結合している点で，一方の分子（I-DNA：赤）が HSS

サブドメインと結合し，他方の分子（E-DNA：青）は
Ioc3との結合に関与する．I-DNA分子は，Santおよび

生物物理 53（1），028-031（2013）

立体構造から見たクロマチンリモデリング因子ISW1aの
分子動作機構
山田和弘　Institute of Molecular Biology and Biophysics (IMB), ETH-Zurich

Structural Analysis for Molecular Dynamics of Chromatin Remodeling Factor ISW1a

Kazuhiro YAMADA

Institute of Molecular Biology and Biophysics (IMB), ETH-Zurich

We have solved the crystal structures of the yeast chromatin remodeling factor ISW1a (ΔATPase) complex with and without bound 

duplex DNA at resolutions of 3.60 and 3.25 Å, respectively. Th e DNA-bound form reveals the characteristic feature of each protein com-

ponent of ISW1a (HSS and Ioc3) individually gripping a DNA molecule. In addition to these X-ray structures, we have performed Cryo-

EM analyses of ISW1a-nucleosome complex, and a biochemical analysis of the remodeling action of ISW1a using a di-nucleosome as 

substrate. Based on the composite analysis we can elucidate the remodeling mechanism of ISW1a for two nucleosomes in atomic detail.

ISWI / Chromatin remodeling factor / Motor protein / Nucleosome / Histone

※図 1–図 3は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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Slideの各サブドメインと，DNA1ターン分（10 b.p.）
離れた 2箇所で結合に関与している（図 1b, c）．本構
造が明らかになる以前も，Sant・Slide-サブドメインを
含む蛋白質単体の X線結晶構造が報告されており，
three helix bundleで構成されるそれら foldingの特徴か
ら，発癌遺伝子蛋白質であるMybとの構造類似性が
指摘され，両サブドメインはMyb-DNA複合体構造に
類似した DNAの認識結合パターンを採るのではとの
類推がなされていた 3)．Myb-DNA複合体では，3番目
のへリックス全体が DNAの主溝と近接並行し DNA
配列特異的認識をする．しかし，Santの場合は 1番目
のへリックスの N末側領域が，DNA副溝に対し直角
の方向から I-DNAの結合に関与している（図 1b）．
他方，Slideの場合は 3番目のへリックス全体が DNA
の溝と並行してはいるが，この場合は副溝に並行して
I-DNAとの結合に関与しているのが特徴である
（図 1c）．本結晶構造は 3.6 Åの限られた分解能ではあ
るが，Sant・Slide両者の DNAとの結合に関与する側
鎖周辺の電子密度を解析すると，DNA外側のリン酸
骨格との静電的結合が主で，DNA二重鎖内部の塩基
対の選択的認識には関与しないようである．なお昨年

末，Chd1（C末端 subdomain）-DNA複合体の共結晶構
造が 2.0 Åの分解能で報告された 4)．その Chd1内部に
も Sant・Slideに類似したサブドメイン構造を有する
が，Isw1のそれとは異なり相互が空間上で，ほぼ隣
接するように配置され，かつ Slideの 3番目のへリッ
クスは DNA主溝と平行し，しかもその向きは HSSの
それとは正反対の極性を持つ．このように，Isw1と
Chd1とでは Sant・Slide-DNA間の結合様式にかなり
の相違が観察されるが，興味深いことに後者の場合で
も Sant・Slide-サブドメイン上で DNAとの結合に関与
する側鎖は，同じく DNA外側のリン酸骨格との静電
的結合が主で，内部塩基対骨格との認識は含まないこ
とが示されている．
なお，E-DNA分子と直接結合する領域は，1次配
列上互いに離れた位置にある N160QYSVISR167（loop構
造 /N-coil，図 1d緑色領域）と，P691KDAKY696（loop-
helix構造 /C-coil，図 1d紫色領域）の 2箇所の領域が，
空間上に逆平行に隣接して並び，両者が一緒になって
DNA認識モチーフ構造を形成する．特に，そのC-coil
構造は，DNAの主溝に深く侵入（およそ 5 b.p.領域
に及ぶ）しており，3.6 Åの限られた分解能と側鎖の
電子密度（詳細な議論はできない）ながら，内部の二
重鎖塩基対の配列認識に関わっていることを充分予想
させる（図 1d）．本複合体で用いた DNAは，結晶の
位相決定と DNA結合部位を正確に特定する為，2箇
所の個別の塩基にヨウ素ラベルし，そのヨウ素原子の
位置を異常分散法を用いて確認している．その結果に
よると，HSSに結合する I-DNAからは有意なシグナ
ルは現れず，Ioc3と結合した E-DNA上にヨウ素原子
のシグナルが検出された．このことは，Ioc3の DNA
認識モチーフ構造に，特定塩基配列を選択認識する機
能があることを意味し，その標的配列は“AGGCT”
と結論される．本配列は偶然にも酵母の転写因子
MCM1の共通認識配列と重複し，Ioc3とMCM1の両
者は，本配列結合に際し競合すると推察される．この
予測は，ISW1aの生物学的機能である遺伝子発現の 
抑制機能を，機構的に上手く説明できる為，上記の
AGGCT標的配列への物理化学的親和性評価も含め，
今後の更なる解析が待たれる．

3.  ISW1a-nucleosome複合体構造の特徴・動作特性

我々は，two linkerヌクレオソーム（45N29）および
one linkerヌクレオソーム（45N0）を，それぞれ 1 : 1
の化学量論比で ISW1a（ATPase）と混ぜて複合体形
成させたサンプルに対し，クライオ電顕像解析を行っ
た（図 2a, b）．図中の比較からわかるように，両者の
場合で得られる電顕像の形態はまったく異なっている

図 1  
ISW1a-DNA複合体結晶構造．（a）ISW1a-DNA複合体の全体構造．
2分子の DNA（I-DNA：赤・E-DNA：青）が結合．（b）Santサブドメ
イン（緑）と I-DNAとの結合．Three helix bundleの 1の N末側
領域がDNA 副溝に交差する形で接触．（c）Slideサブドメイン（黄）
と I-DNAとの結合．3の全体が DNA副溝に平行隣接して接触．
（d）Ioc3と E-DNAとの結合．2つの領域（loop/緑：loop-helix/紫）
が DNA 結合モチーフを形成し，DNA主溝に侵入して，塩基配列
認識をすると予想．b, c, dに関しては，DNAと相互作用すると予
想される残基の側鎖のみ表示．
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（後者は，相対して会合し，2回軸［図 2bの黒楕円］
を有する 2量体構造中の上半分を図示）．クライオ電
顕像の内部には，（a）2本［青と赤］或いは（b）1本
［赤］の linker DNAが伸びたヌクレオソームと ISW1a-

DNAの原子モデルを用いて，linker DNAで重ね合わ
せ電顕像に適合させたモデルが示してある．図 2aの
場合は ISW1aの Ioc3がヌクレオソーム上部の 2回軸
（円盤上下を貫く方位）に接するように位置し，図 2b

の場合は ISW1aの Hand-サブドメイン（紫領域）がヌ
クレオソーム内のヒストン側面と接触するように位置
する．これらの原子モデルは，別途行った ISW1aの
蛋白質-DNA間の UV cross linkingと，これに続く架橋
開裂時の DNA鎖切断産物の生化学解析の結果からも
支持される．即ち，原子レベルの正確性には及ばない
が，その全体構造の相対位置関係には間違いがない．
なお，本生化学解析は多岐の実験結果に渡るので，そ
の詳細は我々の論文 6)をご参照頂きたい．
これらクライオ電顕像解析から，ISW1aとヌクレ

ソームとの結合様式には，2種類あることが明らかに
なったが，他のクロマチンリモデリング因子がタンデ
ムに連なるヌクレオソームに作用する報告 7)が以前に
あり，これらを併せると，必然的に“di-nucleosome分
子内に挟まる ISW1a分子”というアイデアに辿り着
く．実際，ISW1a-dinucleosomeモデル座標（図 2c）の
構築は，図 2a, b内部の互いの ISW1aの座標を相互に
重ね合わせるだけで，深刻な立体障害もなく単純に出
来上がる．但し，このドッキングモデルには Isw1の
ATPaseサブドメインが欠けているので，図 2cに於い
ては，Isw1の ATPaseサブドメインに対する構造ホモ
ログである酵母 Rad54の座標 8)を鋳型とし，ISW1aの
ATPaseサブドメインの原子モデルをつくり，これを
図 2c中に白モデル部分として当てはめてある．これ
により，機能的複合体全体としての仮想的原子モデル
が出来上がるが，この全体モデル構築だけではリモデ
リング動作に付随するヌクレオソーム上の DNA鎖の
移動方向性を特定できない．そこで我々は 40 bpの
I-DNA linkerと 29 bpの E-DNA linkerを持つ 29N40N0
の di-nucleosomeを調製し，この基質に対し ATPaseサ
ブドメインを含んだ ISW1aを用いて，リモデリング
動作の生化学解析を行った（図 3）．

Site-directed hydroxyl radical mappingを利用した本解
析の本質は，ラジカル発生のトリガー物質である過酸
化水素を加えるタイミングを順に変えることにより，
リモデリング動作に伴う DNA鎖の移動度を，DNA
鎖の切断位置の変化として捉えて解析することにあ
る．なお，本実験原理の把握を容易にする為，電気泳
動解析データの脇に簡略化図を示した．2つのヌクレ
オソーム上の 2回軸近傍に位置する H4の 47残基目

の Serを Cysに変異させ，その -SH基に Fenton反応を
惹起させる触媒官能基を共有結合させる．この官能基
が DNA鎖に対するハサミの役割を担い，過酸化水素
を加えることで，この刃先が DNA鎖のホスホジエス
テル結合を開裂させるイメージを持つと理解し易い．

図 2  
ISW1a-nucleosome複合体の Cryo電顕像と原子モデル．（a）two 
linker nucleosome-ISW1a複合体の Cryo電顕像．（b）one linker 
nucleosome-ISW1a複合体の Cryo電顕像．図中の黒楕円は dimer
構造中の 2回軸を示し，上部半分領域を図示．（c）di-nucleosomeに
結合した Isw1aの機能複合体の原子モデル予想．a, b内部原子モ
デルの両 ISW1a座標を，互いに merge後，I-linker（赤）DNA領域
を連続させて作成．白モデル表示された ATPaseサブドメインの
I-nucleosomeへの結合位置は，ISW2の生化学解析論文 5)より推定．
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開裂は 2個のヌクレオソームそれぞれの 2回軸近傍で
対称的に，即ち 1対の形で起こる．図 3左では，
I/E-nucleosome上の切断バンドの位置（緑星 1, 2）は
変化せず，一定の位置（I/E-nucleosome上の DNAは
不動）を示す一方で，I-nucleosome上の切断バンド位
置（黄星 1, 2）は，レーン 3, 4に較べ 5, 6の場合は，
下方にずれることが観察される．この結果は，
29N40N0の 40 bp I-DNA linker部分が時間経過と共に
短くなると同時に，この DNA領域が I-nucleosome側
に送り込まれるものと解釈される（図 3右）．
29N40N0の di-nucleosomeに対する ISW1aの結合方位
は，I/E-nucleosome側にのみ有効な長さの external DNA 
linkerが存在する為，図 3右で示す模式図が唯一可能
で，結果として ISW1aのリモデリング機能に由来す
る DNA鎖移動は，一方向性（uni-directionality：図 3右
の赤線方向）であると結論される．

4. まとめと今後の展開

本研究の結論とその意義 6)は，① di-nucleosomeと
ISW1aから成る機能的複合体について，その原子モデ
ルを提出したこと，②リモデリング運動に付随した
DNA鎖の運動方向性を証明したこと，③①の複合体
構造はクロマチン高次構造の単位となる two-startモ
デル上で機能すると予測されること，の 3点にあると
考えている．勿論，これらを補強証明する点で，
図 2cに相当する機能複合体の X線結晶構造解析が必
要となる．更に，本稿で詳しく述べられなかったが，
リモデリング機能の本質に関わるヌクレオソーム周囲
に巻き付いた DNA鎖の移動メカニズムに関して，現
在，2種類の動作モデル，即ち「ヌクレオソーム周囲
の DNA-eviction（引剝がし）に伴う DNA-bulge/loop形
成とその propagation（伝播）」と，「ヌクレオソーム周
囲の DNA鎖の順次全体移動とこれに伴うヌクレオ
ソーム内部のヒストンコア全体の swivel motion（8
量体ヒストン全体が構造維持したまま一斉に回転運動
する）の同時起動」の，両メカニズムが提唱されてい
る 9)．この 2種類のどちらが正しいのか，或いはクロ
マチンリモデリング因子の種類によって機能メカニズ
ムが二者択一されているのか，極めて興味深い．いず
れにしろ，クロマチンリモデリング因子内に存在する
ATPaseドメインの ATP加水分解ステップ毎のドメイ
ン動作およびヌクレオソーム周囲の DNA鎖の移動メ
カニズムに関しては，それらの分子生物学的アプロー
チが始まったばかりで，殆ど未知と言ってもよい現状
であり，今後更なる詳細な構造生物学的データの蓄積
が待たれる．
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図 3  
di-nucleosomeに対する ISW1aのリモデリング作用に伴う DNA鎖
移動の方向性．図中左は，Fenton反応に起因するラジカル発生に
よる di-nucleosome中の DNA鎖切断を，PAGE解析した結果を示
す．図下部にレーン No．上部表示は，ラジカル発生のトリガー物
質である過酸化水素を入れる時間を示す．図中右は，全体反応の
簡略化図．上下 2つのヌクレオソーム共に，2回軸近傍にある 2
つのヒストン H4上の対称的位置（S47C）に，DNA鎖を切断する
官能基（赤鋏）が共有結合（緑）されている．E-linkerの DNA末
端は 32Pラベル（R.I., 黄）される．
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1. はじめに

アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神
経変性疾患の発症には，アミロイド β（Aβ）や αシヌ
クレインといったタンパク質の神経組織における異常
な凝集・蓄積が関与している 1)．このような神経変性
疾患関連タンパク質は，本来明確な立体構造を持って
おらず，分子間の相互作用を契機として重合の核とな
る特異な構造へと変化した後，それを鋳型として自己
組織的に会合し，アミロイド線維やオリゴマーなどの
毒性を発揮する巨大構造体を形成すると考えられる．
さらに，そのようなタンパク質の構造変化は，神経細
胞膜などの相互作用場を介して誘起され，かつ，膜の
組成によって様々に制御され得る 2)．したがって，神
経変性疾患発症に至る分子病態のメカニズムを理解す
るためには，疾患関連タンパク質の構造変化および分
子間相互作用の実体，さらには様々な環境場の違いに
応じたダイナミックな振る舞いを原子レベルの分解能
で解明する必要がある．
筆者はこれまで，Aβの異常会合が神経系に豊富に

存在する糖脂質である GM1ガングリオシドと Aβの
複合体形成を契機として促進されるという知見 3)に基
づき，超高磁場 NMRを用いた構造生物学的アプロー
チにより，ガングリオシドクラスターと Aβの相互作
用様式の解明に取り組んできた．

2. Aβ-GM1複合体の構造解析における問題点

ガングリオシドクラスターを舞台とするAβの相互作
用系を対象とした場合，X線結晶構造解析に代表され
る通常の構造生物学的アプローチの適用は困難であ
る．それは，ペプチド―糖鎖―脂質からなる 3者複合体
は巨大であるばかりでなく，流動性と柔軟性を伴う不
均一な超分子系であることによる．さらに，ガングリ
オシドクラスターと一過的な複合体を形成したAβは，
すみやかに線維化してしまい，両者の複合体を安定に

捉えることが困難であることも詳細な構造解析を阻ん
できた要因となっている．こうした問題を克服し，膜
脂質と相互作用している Aβの構造情報を得るために
は，適切なモデル系を構築するとともに，NMRを中
心とする分光学的アプローチの適用が不可欠である．

NMRによる構造研究を行うためには，できるだけ小
さなサイズのガングリオシドクラスターを用いて Aβ

との複合体を安定に捉える必要がある．GM1と共通の
糖鎖構造を有するもセラミド部分に脂肪酸を欠く lyso-

GM1は，GM1ミセル（140 kDa）に比べて小型のミセル
（60 kDa）を形成し，なおかつAβの重合を誘導しないこ
とから，これを用いてNMRによる詳細な相互作用解析
を行ってきた．さらに，NMR信号の広幅化の問題を軽
減するために，大腸菌発現系を利用して，2

H，13
C，15

N

で 3重標識を施した Aβ(1-40)を調製し，920 MHz超
高磁場 NMR装置を利用した計測を行った．これによ
り，Aβとガングリオシドの相互作用系の高分解能
NMR解析を実施することが可能となった 4)．

3. GM1クラスターの構造解析

Aβの重合を促すガングリオシドクラスターの構造
的特性を明らかにするために，GM1クラスターの構造
情報を取得することを試みた．lyso-GM1を対象とし
た超高磁場 NMR計測により，糖残基間の距離情報を
収集し，GM1の糖鎖部分のコンフォメーションを決
定した．さらに，Aβ(1-40)に部位特異的に導入した
スピンラベルがもたらす常磁性緩和促進効果を利用し
た NMR解析を行った．その結果，GM1の糖鎖の還
元末端近傍およびセラミドの頭部付近が Aβ(1-40)と
の相互作用に関与していることが示された 5), 6)（図 1）．

4. Aβの構造転移と分子間相互作用

NMR解析の結果から，Aβ(1-40)は中央部分に2つの
αへリックス構造を形成して GM1ミセルに結合して
おり，他の領域は特定の 2次構造を形成していないこ
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※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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とが判明した．さらに，NMRの飽和移動を利用して，
GM1ミセルに対する A(1-40)分子の空間配置を決定
した．これにより，A(1-40)はガングリオシドクラ
スターの親水性と疎水性の境界面に横たわる様式で結
合しており，2つの ヘリックスと C末端はミセル
内部に埋もれ，それ以外の領域はミセル外部の親水的
環境に露出していることが明らかとなった 7)（図 1）．
さらに，Aがガングリオシドクラスターへの結合
から構造転移を経て分子重合に至る過程に関する構造
的知見を得るために Aと GM1ミセルの量比を系統
的に変化させて NMR計測を行った．興味深いこと
に，A(1-40)が GM1ミセル上に高密度で存在する条
件下においては，C末端領域に由来する NMRピーク
が複数観測され，アミロイド線維などの シート構
造に特異的に結合して発色するチオフラビン Tとの
結合性を示した．これらの結果は，GM1クラスター
上に高密度に存在する A(1-40)分子同士が，疎水性
領域に埋没した C末端部位間での特異的な相互作用
を通じて構造を形成していることを示唆している 8)．

5. おわりに

以上より，ガングリオシドクラスターは親水性 /疎

水性境界面において，本来特定の 2次構造を持たない
A分子の構造転移を誘起するとともに，その空間配
置を規定していることが明らかとなった（図 2）．す
なわち，ガングリオシドクラスターという限定された
空間が Aの分子内相互作用（ヘリックス形成）か
ら分子間相互作用（シート形成）への変化を促進す
る，分子重合の触媒的環境を提供しているものと考察
される．こうした効果は，ガングリオシドクラスター
のサイズや曲率，さらにはコレステロールやスフィン
ゴミエリンなどの膜組成にも依存することが十分に考
えられる．
このように，細胞表層の糖脂質分子は，クラスター
化することによってダイナミックな「相互作用の舞
台」を形成し，結合するタンパク質のコンフォメー
ションと分子間相互作用の自由度を限定する空間を提
供している．したがって，こうした環境場の特性を理
解して，分子およびその集団の動態を適正に制御する
ことは，アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾
患の分子病態のメカニズムを理解するうえで指針とな
るだろう．
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図 1  
GM1クラスターの糖鎖 /脂質境界面に結合した Aのトポロジー．
（文献 6より一部改変して引用）

図 2  
GM1クラスター上における Aの凝集核形成機構．ガングリオシ
ドクラスターは，Aの特異的な結合・構造変化・アミロイド線維
形成を促す触媒的環境を提供する．
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1. はじめに

Gタンパク質共役型受容体（G protein coupled recep-

tor; GPCR）は細胞膜上でリガンドを結合し，ヘテロ 3

量体型 Gタンパク質を活性化してそのサブユニット
を放出させることで，細胞膜の標的酵素やイオンチャ
ネルに作用する．その働きは，端的にいえば，神経伝
達物質，ホルモン，光など，さまざまな細胞外シグナ
ルを特異的に細胞内シグナルに変換することである．
GPCRは細胞表面受容体の中では最大のファミリーを
形成しており，その機能から創薬の重要なターゲット
とされてきた．しかし一方で，実際にリガンドを結合
し，それに応答して Gタンパク質を活性化するまで
のメカニズムはよくわかっていなかった．近年，我々
は代表的な GPCRである光受容タンパク質ロドプシ
ンの活性状態の結晶構造を決定し報告したが，その後
βアドレナリン受容体と Gsタンパク質との複合体の
結晶構造が報告され，Gタンパク質活性化のメカニズ
ムがにわかに明らかになってきた．そこで本稿では G

タンパク質活性化メカニズムに関する結晶構造学的研
究における，最新の知見を紹介してゆきたい．

2. ロドプシン活性状態の構造

ロドプシンは視覚の光受容にかかわる GPCRであ
り，視細胞に高密度に発現しているため大量のタンパ
ク質を比較的容易に精製でき，結晶構造解析以前にも
Gタンパク質共役型受容体のなかで最も研究が進んで
いた．2000年には岡田博士らによってロドプシンの
基底状態（暗状態）での結晶構造が報告され，GPCRの
立体構造がはじめて明らかになった 1)．その後2007年
に米国の Kobilkaらによって β2アドレナリン受容体
（β2AR）の結晶構造が報告された 2)が，同時期に，当時
筆者が所属していたドイツの研究グループでは，ロド
プシンからリガンドが離脱した「オプシン」と呼ばれ
る状態の結晶構造を得ていた．従来の生化学的な知見
から複数の構造を持つとされ，またそれ自体が不安定
であると予想されていたオプシンが，一定の条件下で

一様な立体構造をとり結晶化されるという事実には，
個人的に驚きを禁じ得なかった．彼らはまた，Gタン
パク質であるGtのαサブユニットC末端配列のペプチ
ドとオプシンとの複合体も結晶化し，その結果から，
彼らの得たオプシンの構造は少なくとも Gタンパク
質を活性化しうる状態であると報告した 3)．しかしな
がら，生体内で Gタンパク質を活性化するのは，リ
ガンドである all-trans型レチナールをオプシン内部に
結合している「メタ II」と呼ばれる光活性状態におい
てであり，オプシンの構造がすなわち GPCR一般に
おける活性構造であると結論するにはまだ早かった．
その後筆者も研究チームに加わり，活性状態メタ II

の構造を得ることを目指した．ロドプシンは 11-cis型
レチナールを結合した不活性な暗状態から，光によっ
てレチナールが all-trans型へと異性化し，活性状態メ
タ IIを生成する．メタ IIからは時間とともにレチナー
ルが解離し，オプシンが生成する．すなわち，ロドプ
シンはオプシンにインバースアゴニストである 11-cis

型レチナールが結合し，メタ IIはオプシンにアゴニ
ストである all-trans型レチナールが結合した状態とい
える．そこで，結晶化したオプシンに高純度の all-

trans型レチナールを添加したところ，結晶は黄色を
呈し，赤色のロドプシン，透明なオプシンのいずれの
結晶とも異なる状態になった．この黄色の産物がメタ
IIと同程度の Gタンパク質活性化能を示したことか
ら，我々はこの黄色結晶が，オプシンにリガンド（ア
ゴニスト）である all-trans型レチナールが結合した活
性状態，すなわちメタ IIの結晶であると結論した 4)．

3. GPCRの活性構造

そこで安堵したのもつかの間，オプシンの時と同様
に，Kobilkaらによって同時期に β2ARと Gsタンパク
質との複合体の結晶構造が発表された 5)．これは
GPCRのキメラタンパク質と特異的な抗体を用いたト
リッキーな手法ではあったものの，GPCRと Gタン
パク質との複合体のほぼ完全な立体構造であり，
GPCRの活性状態の構造としても決定的なインパクト
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があった．そこで，以下本稿では 2ARとロドプシン
の活性型構造を比較することにより見えてくる，Gタ
ンパク質活性化機構の新しいモデルについて述べてゆ
きたい．
図 1では Gタンパク質との相互作用が行われる，
細胞質側から見た 2ARの不活性・活性型構造を，ロ
ドプシンおよびメタ IIの構造と比較した．また図 2

には 2ARの活性型構造とメタ IIの構造を重ね合わせ
たものを膜平面方向から拡大した図を示した．なお，
簡単のために受容体以外のタンパク質は表示していな
いが，2AR活性型構造上には Gsタンパク質 サブ
ユニットの C末端配列を残し，メタ IIには Gtタンパ
ク質 サブユニットの C末端ペプチドを残した．こ
の比較から，Gタンパク質との相互作用部位である第
6ヘリックスの細胞質側領域に，不活性型・活性型の
双方で特徴的な構造の違いが見て取れる．
まず，ロドプシンがメタ IIになると，暗状態（不
活性型）で第 3ヘリックスとの相互作用によって内に
閉じていた第 6ヘリックスが 6 Å大きく外側に開き，
その結果生じた間隙に赤色で示した Gtの サブユ
ニットの C末端ペプチドが結合する（図 1，右上図
VI）．この部位について不活性型の構造同士を比較す
ると，不活性型 2ARでは第 6ヘリックスがロドプシ
ンに比べ 3 Åほど外に開いた，文字通り「半開き」の
状態になっている（図 1，左下図 VI）．
これまでにロドプシンでは，E134，R135，E247の

荷電性残基が第 3，第 6ヘリックス間で塩橋構造を形
成し，不活性状態を安定化していることがわかってい
た．しかしながら，2ARでは半分開いた構造のため，
これらの残基が保存されているにもかかわらず塩橋構

造が形成されず，また上記の荷電性残基の配置は，む
しろ活性型であるメタ IIの状態に近くなっていた．
この違いの原因については，Kobilkaらにより，GPCR
と共結晶化した抗体タンパク質との，細胞質側領域で
の相互作用による可能性が示唆されている．しかし，
その後報告されたドーパミン D3（Gs共役型）6)やヒ
スタミン H1（Gq共役型）7)などの受容体でも塩橋構
造は見られず，やはり半開きになっている一方で，興
味深いことにムスカリンM2受容体（Gi/Go共役型）8)

では塩橋構造は見られないものの，ヘリックスの配置
はロドプシンに極めて近い閉状態を示している．以上
の事実から，不活性状態におけるヘリックス配置の制
約が，共役する Gタンパク質のサブタイプにより異
なっていることが予想できる．ロドプシンが他の
GPCRに比べ，基底状態でほぼ完全に活性がゼロであ
ることと無関係ではないだろう．
次に，図 2の比較で明らかなように，2ARの第 6

ヘリックスは，メタ IIに比べ「たわんでいる」と表
現できるほど外側に傾いている．他方，その他のヘ
リックスには大きな違いが見られない．また，黄色で
示した Gsの C末端領域は，赤色の Gtの C末端ペ
プチドと比べ明らかに異なる角度で結合している．こ
の C末端結合角度の違いは，第 6ヘリックスのたわ
みと直接関係している．すなわち，脂質膜に結合した
3量体 Gsタンパク質が 2ARに結合しヌクレオチド
を放出する際には，Gsの C末端領域が第 6ヘリッ
クスをこの角度まで押しこんでいることを，結晶構造

図 1  
ロドプシン（PDB ID:1U19），メタ II（3PQR），不活性型2AR（2RH1），
および活性型 2AR（3SN6）の結晶構造の比較．共結晶化された
GtC末端由来のペプチド，および Gsの C末端領域をそれぞれ
赤と黄で，第 6ヘリックスは図中に VIの記号で示している．

図 2  
ロドプシンと 2ARの活性型構造を重ね合わせた図．細胞質側領
域の動きを側方から眺めると，第 6ヘリックス（VIで表示）に
2ARで大きな傾きが見られる．また，Gタンパク質 C末端部位
（赤と黄，図 1に同じ）の結合角度が異なっている．
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森住威文

は示している．このような構造変化は Gsでのみ起こ
るという可能性もあるが，Kobilkaらが結合角度の違
いについて「Gタンパク質が結合した状態」と「活性
化された状態」との違いではないかと指摘しているの
も興味深い考察である．すなわち，GPCRに対して G

タンパク質はメタ II/ペプチド複合体が示す角度で結
合を開始する．その後脂質膜を支えとして，β2AR/Gs

複合体が示すような角度に結合が変化し，Gタンパク
質がヌクレオチドを放出し，活性化されるという 2段
階の相互作用モデルである．Gタンパク質の立場から
見ても，ヌクレオチドの放出を駆動するため，あるい
は活性化後に速やかに GPCRから解離するためのい
ずれの機構にとっても，相互作用が 2段階であること
はメリットになるだろう．さらに生化学的実験におい
ても，界面活性剤中よりも脂質膜中のロドプシンのほ
うが極めて高い Gtの活性化能を示すことから，脂質
膜への結合を介したこの活性化モデルには，相応の妥
当性があると筆者は考えている．

4. おわりに

昨年来，驚くべき速度でGPCRの構造が解明され続
けている．この現状はひとえに Kobilka，および Stevens

らが開発した，GPCRのループ部位にT4リソソームな
どを融合することで結晶化を容易にする手法が大成功
を収めているためである．この手法は Gタンパク質
との結合部位である第 3細胞質ループを別のタンパク
質に置換しているため，他のタンパク質との複合体の
結晶化には使えないなど，利用範囲は限られる．しか
し逆に，構造的に安定しないこのループを排除できる
ことで，GPCRの結晶化がさらに容易になっているこ
とが予想され，非常に合理的である．さらに，Kobilka

から直接聞いた話では，融合 GPCRは Gタンパク質
を「活性化できない」ためか，培養細胞での発現量は
むしろ高まるという予想外のメリットもあるという．
今後は，β2ARと Gsの複合体で行われた手法をアレ
ンジすることで，種々の GPCRと Gタンパク質や他
の調節タンパク質との複合体についても遠からず結晶
構造が明らかにされてゆくと予測されている．我々が
包括的な GPCRの機能発現機構を理解できる日まで，
あと一歩のところまで来ている．

この研究は Canada Excellence Research Chair (CERC) 

in Structural Neurobiology Unitによって支援されていま
す．
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Gタンパク質（グアニンヌクレオチド結合タンパ
ク質）
G proteins
細胞内の情報伝達にかかわる，GTPアーゼと呼ば
れるグループのタンパク質．GPCRと結合するも

のはヘテロ 3量体構造を持ち，活性化されると α
サブユニットに結合していた GDPを放出して GTP
を取り込む．（034ページ） （森住）

※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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1. モータータンパク質が駆動するマイクロデバイス

ミオシンやキネシンといったモータータンパク質は
力発生や物質輸送を行うために自然が進化させた分子
機械である．この分子機械を使って，マイクロマシン
や微小化学分析装置といったマイクロデバイスを駆動
する研究が行われている．なかでも最も盛んに行われ
ているのが，Lab-on-a-Chipと呼ばれる微小化学分析
装置内での物質輸送機構への応用である．
図 1は，滑り運動アッセイ型の物質輸送機構の概
念図である．この輸送機構では，微小管に輸送物質を
載せ，ガラス表面に物理吸着したキネシンによってこ
の微小管を順送りに駆動し，載せた物質を輸送する．
この機構は分子スケールでのベルトコンベアを想像し
ていただければわかりやすいと思う．こうして輸送さ
れた物質は，逐次，反応などが行われ，濃縮され，検
出される．

2. マイクロ構造による微小管滑り運動の誘導

滑り運動アッセイ型の物質輸送機構によって，マイ
クロデバイスを駆動するためには，微小管の運動を誘
導する必要がある．たとえば，輸送物質をチップ上の
ある場所へ輸送するためには，輸送物質を載せた微小
管の運動を誘導し，その場所へ到達させねばならな
い．
微小管の滑り運動の方向を誘導する方法として最も

容易に思いつく方法は，キネシンの方向を揃えてガラ
ス基板上に配列することであろう．しかし，キネシン
の分子軸回りのねじり剛性は小さく，容易に回転して
しまうため，微小管の滑り運動の方向は微小管の極性
によって決まる．このため，モータータンパク質を配
向させることでは，微小管の運動を誘導することはで
きない．
そこで現在，微小管の運動を誘導するために広く用

いられているのが，鈴木ら 1)や平塚ら 2)によって始め
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モータータンパク質が駆動するマイクロデバイス
設計のための微小管滑り運動のシミュレーション
新田高洋　岐阜大学工学部数理デザイン工学科
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※図 1–図 3は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．

られたマイクロ流路を用いる手法である．すなわち微
細加工技術により作製したマイクロスケールの壁を有
する基板上で in vitro運動アッセイを行うと，微小管
は壁を乗り越え難いため，微小管の運動は壁で囲まれ
た領域に制限され，微小管の運動を誘導することがで
きる（図 2a）．
マイクロ流路の形状が適切に設計されれば，微小管
の滑り運動を自在に誘導し，微小管に様々な仕事をさ
せることができる．たとえば，微小管の運動を一定の
方向に整流し，一定方向への運動を取り出すマイクロ
流路や，輸送物質を載せた微小管を特定の領域に濃縮
するマイクロ流路などが開発されている．
マイクロ流路の形状は，微小管の誘導方法や微小管
の曲げ剛性を考慮して適切に設計する必要がある．し
かし現状では明確な設計指針がないため，マイクロ流
路の設計は実験による試行錯誤によって行われてい
る．

図 1  
モータータンパク質を利用した滑り運動アッセイ型の物質輸送機
構の概念図．

図 2  
（a）マイクロ流路境界での微小管の振る舞い．（b）シミュレー
ション方法の概要．丸印は微小管先導端の位置を示す．
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3. シミュレーション

様々な工学分野では，シミュレーションを用いて設
計段階での性能評価を行い，実験による試行錯誤を最
小限に抑えている．そこで筆者らは，微小管滑り運動を
誘導するマイクロ流路の設計のために，マイクロ流路
内での微小管滑り運動のシミュレーションを開発した．
シミュレーションでキネシンや微小管を直接扱う

と，計算負荷が大きくなり，マイクロ構造の性能評価
に必要な数十本から数百本の微小管運動を短い計算時
間で再現することが難しくなる．そこで，キネシンや
微小管本体を直接扱わずに，微小管の先導端の運動の
みをモデリングした．図 2bは，シミュレーション方
法の概念図である 3), 4)．
微小管先導端の運動は熱揺らぎのため，運動方向に

揺らぎを伴いながら基板上を進む．この確率的な運動
を反映して，各時間ステップでの移動距離（r）と移動方
向変化（）を確率変数とした 2次元ランダムウォーク
として，微小管先導端の軌跡を再現した．移動速度や
相関長などのシミュレーションに必要なパラメータは
実験により決定した 5)．
実験報告によると微小管がマイクロ構造に衝突する

と，微小管の運動が誘導される場合（図 2a）と，微
小管がマイクロ構造に乗り上げ，基板表面から離脱す
る場合がある．どちらの事象が起きるかは確率的に決
まっている．本シミュレーションでは，実験報告され
ている誘導確率を参照して，誘導現象を再現した．こ
のとき，実験観察における時間空間分解能よりも，シ
ミュレーションによる時間空間分解能の方が高いた
め，実験報告されている誘導確率をそのまま使用する
ことはできない．すなわち実験では 1回の衝突に見え
ても，シミュレーションの時間空間分解能で見た場合
には，複数回の小さい衝突である場合がある．このた
め実験報告されている誘導確率を，そのままシミュ
レーションに使用すると，実際よりも微小管が離脱す
る頻度が多くなってしまう．この問題を回避するため
に，マイクロ構造近傍での微小管の可能な運動を半解
析的に数え上げることによって，実験報告されている
誘導確率を補正した．
本シミュレーションの妥当性を検証するために，こ

れまでに実験報告されている結果をシミュレーション
で追試し，両者を比較した．図 3は，オランダの
Dekkerグループによって行われた整流用マイクロ流路
についての定量測定 6)を，本シミュレーションで追試
した結果である．この整流用マイクロ流路は，この流路
に図中上から入った微小管の運動方向を反転して上に

戻すことを目的としている．シミュレーション結果は，
実験報告をよく再現していることがわかる．我々は，
本シミュレーションがこの他のマイクロ流路形状につ
いても実験報告をよく再現することを確認している．

4. まとめと今後の展望

マイクロ流路内での微小管滑り運動を再現するシ
ミュレーションを開発した．このシミュレーションを
用いることで，設計段階でマイクロ流路の性能評価が
可能となった．
当該研究分野の 1つの目標は，多くのモジュールが

集積され，細胞のように様々な化学処理を並列して行
うことができるシステムを開発することである．この
ようなデバイスを開発するためには，実験による試行
錯誤ではなく，系統的な設計が不可欠である．本研究
は，このような複雑なシステムの設計に有用であると
考える．

文　献
 1) Suzuki, H. et al. (1997) Biophys. J. 72, 1997-2001.
 2) Hiratsuka, Y. et al. (2001) Biophys. J. 81, 1555-1561.
 3) Nitta, T. et al. (2006) Lab Chip 6, 881-885.
 4) Nitta, T. et al. (2010) Lab Chip 10, 1447-1453.
 5) Nitta, T., Hess, H. (2005) Nano Lett. 5, 1337-1342.
 6) van den Heuvel, M. G. et al. (2005) Nano Lett. 5, 1117-1122.

図 3  
（a）整流用マイクロ流路の形状．（b）上から流路に入った微小管
が上に戻っていく（整流される）際の典型的な軌跡とその確率
（Prectified）（c）上から流路に入った微小管が離脱する際の典型的な
軌跡とその確率（Pdissociated）（d）上から流路に入った微小管が下か
ら流路を出ていく際の典型的な軌跡とその確率（Ppass）．括弧内に
文献 6の実験結果を示す．
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15943453


039

用

語

解

説

フーリエ変換
Fourier transformation
像はさまざまな周期の波の足し合わせで構成され
ている．像の構造を周期ごとに分解する変換手法．
（006ページ） （前島ら）

放射光
Synchrotron radiation
光速近くまで加速された荷電粒子（電子など）に
磁石などによって力が加えられると，その進行方
向が変化し，接線方向に指向性の高い電磁波が発
生する．この電磁波を放射光という．
（006ページ） （前島ら）

コンデンシン
Condensin
分裂期染色体の凝縮と分離に中心的な役割を果た
すタンパク質複合体である．分裂期の染色体を構
成する主要なタンパク質であり，染色体上に軸状
に存在する．（008ページ） （前島ら）

フェルスター共鳴エネルギー移動
Förster resonance energy transfer
ドナーとなる蛍光団が励起状態にある時に，その
励起エネルギーがアクセプターとなる別の蛍光団
や発色団に移動する現象．その効率はドナーとア
クセプターの組み合わせ，距離，そして双極子
モーメントの相対的な角度に依存する．
（020ページ） （今村ら）

心材
Heartwood
樹木の横断面において，赤褐色などの濃い色を呈
した幹の中心部分．すべて死細胞と化した部分で
あり，水の通導や養分の貯蔵などの生活機能を
失っている．辺材には見られない特有な心材成分
（ポリフェノールなど）を含む．
（027ページ） （齋藤ら）

辺材
Sapwood
心材の外周部の薄い色の部分．生きている細胞

（柔細胞）が存在し，デンプンの貯蔵などの生活機
能を有している．辺材と心材の境界では，柔細胞
の細胞死に伴って心材成分が合成され，心材に耐
久性などをもたらす．（027ページ） （齋藤ら）

Two-startモデル
Two-start model（別名 Zigzag model）
クロマチンを構成する繰返し高次構造の 1つに，
30 nm幅を持つファイバー構造がある．この繰返
しの基本単位構造は，相対する 2つのヌクレオ
ソームがペアーとなる点に特徴があり，これが順
次隣接しつつ 3次元的に積み上がることにより，
結果的に二重の螺旋構造を形成する．Two-start 
modelとは，この二重螺旋で出来上がった 30 nm
ファイバー構造を指す．（031ページ） （山田）

Swivel motion
旋回を伴う運動．ヌクレオソーム内のヒストンオ
クタマーコアが，クロマチンリモデル因子の作用
により，コアごと一挙に回転する機序を指す．こ
の反応過程に於いて，ヌクレオソーム周囲に巻き
付いた DNA鎖も，リモデル因子の作用により，ヒ
ストンコア回転方向の反対側に同時に移動すると
考えられる．（031ページ） （山田）

常磁性緩和促進
Paramagnetic relaxation enhancement (PRE)
常磁性金属イオンやスピンラベル剤の不対電子の
近傍に存在する NMR観測核の緩和時間が，磁気
双極子―双極子相互作用により短縮されること．こ
の効果を利用して原子の空間配置に関する情報を
得ることが可能である．（032ページ） （矢木）

Lab-on-a-Chip
化学実験室（lab）で行う，反応，精製，検出など
の一連の化学操作をマイクロスケールの流路を配
した数センチメートル四方のガラスまたはプラス
チックの基板（chip）上で行う装置．サイズを小
さくすることにより，操作に必要な時間が短くな
る，必要サンプル量が少なくなる，などのメリッ
トが得られる．（037ページ） （新田）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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1. はじめに

近年，走査型プローブ顕微鏡（SPM：scanning probe 
microscope）が普及してきている．この顕微鏡は，
1982年に BinnigとRohrerによって考案された走査型ト
ンネル顕微鏡（STM：scanning tunneling microscope）1)に
端を発する一連の顕微鏡の総称である．SPMの仲間
は，レンズの代わりに鋭い探針（プローブ）を使用し，
探針・試料間に生じる物理化学的情報を取得して，そ
れに対して何らかの制御をしながら，試料表面を走査
することで画像情報を得る．このうち，生物学分野で
最も応用されているのは原子間力顕微鏡（AFM：atomic 
force microscope）2)で，探針・試料間の引力や斥力のよ
うな相互間力を取得しこれを制御することで，試料表
面の立体形状を画像化することに利用されてきた．
一方，走査型イオン伝導顕微鏡（SICM：scanning ion 

conductance microscope）3)は，探針にマイクロガラス電
極を用い，探針・試料間の距離の変化により生じるイ
オン電流の変化を利用するもので，柔らかい生物試料
観察への応用に期待が寄せられている．
本稿ではまず SICMの概要に触れ，次に生物試料観

察の実際 4)と生物応用の可能性について述べる．

2. SICMの概要

SICMは，1989年に Hansmaらによって最初に報告
された．この顕微鏡は，探針として中空のマイクロガ
ラスピペットを使用する（図 1a）．ピペットの内部は
電解質液で満たされ，塩化銀でコートした銀電極が挿
入されている．また，もう一方の電極は試料を浸した
電解質液内に留置されている．この電極間に電圧をか
け，そこに生じる電流（イオン電流）をモニターしな
がらピペットを試料へ近付けると，試料表面に近接し
たある時点で，イオンの流れが阻害され，イオン電流
が減少する（図 1b）．このようなイオン電流の減少を

指標としてピペットの位置を制御することにより，
SICMではピペットで試料に直接触れることなく，液
中でその表面立体形状を取得することができる．
私たちが主に使用している装置（XE-Bio system, Park 

Systems Corp.）は，倒立顕微鏡のステージ上に SICM
が搭載される．この場合，水平方向（x, y方向）の走
査を行う圧電素子（x, yスキャナー）はステージ平面
に配置され，垂直方向（z方向）の走査を制御する圧
電素子（zスキャナー）は別に配置されている．ピペッ
トは，zスキャナーに付属するホルダーで固定される．
試料を浸した電解質溶液中にある 2つの電極間を流れ
るイオン電流は，アンプを通して増幅され，モニター
される．このイオン電流を指標にしてコントローラー
でスキャナーを制御しながら試料表面に走査を行い，

生物物理 53（1），040-043（2013）

走査型イオン伝導顕微鏡とその生物応用
中島真人，牛木辰男

新潟大学大学院医歯学総合研究科顕微解剖学分野

Scanning Ion Conductance Microscopy for Imaging Biological Samples
Masato NAKAJIMA and Tatsuo USHIKI
Division of Microscopic Anatomy, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University

※図 1–図 7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．

図 1  

SICM装置の概略（a）とアプローチカーブ（b）．
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その際の zスキャナーの動きを記録することで，各走
査点における試料の高さ情報が取得される．こうして
SICMでは試料の立体表面形状を描出することが可能
となる．

SICMのピペットの走査方法にはいくつかのモード
が知られている（図 2）．このうち直流モードは，ピ
ペット・試料間の距離に依存したイオン電流の変化が
検出できる近さまでピペットを接近させた後に，この
状態を維持するようにピペットで試料表面をなぞるよ
うに走査し，表面像を得るものである．一方交流モー
ドでは，ピペットを小さく振動させた際に生じるイオ
ン電流の振幅を，ロックインアンプを使用して検出す
る．この場合，ピペットと試料の間の距離が接近する
と，イオン電流の減少に伴いこの振幅が増加するた
め，これを指標に試料表面の形状を取得することがで
きる．ところで，このいずれの方法も凹凸の激しい試
料には不向きであることがわかっている．そこで最近
では，ホッピングモード（またはバックステップモー
ド）と呼ばれる走査方法が生物試料に用いられている
ことが多い．この方法では各走査点において，最初に
試料から遠ざかった位置にピペットを引き上げ，その
後にイオン電流をモニターしながらピペットを試料へ
と近づける．この際ピペットと試料が接触しないよ
う，イオン電流の減少量に閾値を設定し，イオン電流
が閾値まで減少したところでピペットを引き戻す．こ
うして各走査点における高さ情報を取得することで，
表面形状を画像化することができるようになる．この
ため，このモードのことを ARS（approach-retract scan-
ning）モードと表現する場合もある．他の 2つのモー
ドと異なり，この方法はピペットを引き上げる距離を
調節することで，凹凸の激しい試料表面の観察が容易
となる．したがって今回の生物試料の観察にはホッピ
ングモードを用いた．使用したマイクロガラスピペッ
トの内径は約 100 nmで，測定時の電圧は約 100 mV，
電流の大きさは約 1 nAとした．また測定においては
イオン電流の 1-2%減衰を閾値とした．

3. SICMを用いた生物試料観察

①コラーゲンの SICM観察
コラーゲン細線維 5)は直径数十～数百 nmの棒状構
造物であり，AFMの観察対象としてしばしば用いられ
てきた生物材料である．その点で SICMの生物試料へ
の応用性を検討する格好の対象物といえる．コラーゲ
ン細線維を豊富に含むラット尾腱の小片をガラス上に
載せ，これを薄く引き延ばすように伸展しながら，束
となっているコラーゲン細線維をほぐしてガラス上に
展開した．続いて，これを一旦乾燥させた後に電解質
液（生理食塩水あるいはリン酸緩衝液）に浸し，SICM
で観察した（図 3）．この際，ホッピングモード SICM
が，高さの変化の大きいサンプルに応用可能かを検討
するため，コラーゲン細線維が網状に重なり合った部
分を対象として観察を行った．その結果，コラーゲン
細線維が密に入り組んで走行する様子や，それぞれの
線維の重なりの上下関係を明瞭に観察することができ
た．たとえば図 3で解析したコラーゲン細線維では，
高さが約 1.2 m，幅が約 260 nmであることから，こ
のコラーゲン細線維が基板との接触が無く，浮いた状
態となっていることが明らかである．したがって，

図 2  

SICMにおけるプローブの走査方法．ホッピングモードではピペッ
トを上下に大きく動かすのが特徴である．

図 3  
密に入り組んだコラーゲン細線維の SICM像．実線部分の計測値
を下に示す．
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SICMの非接触の観察が，基板との固定の緩い，ある
いは浮いた状態にある試料の観察にも有用であること
がわかるだろう．
コラーゲン細線維には，電子顕微鏡あるいは AFM

の観察で 60-67 nm間隔の横縞（溝）が見られ，D周期
と呼ばれている．この D周期はSICMでは観察が困難
であった．SICMの分解能の理論的根拠はまだ不明な
点も多いが，経験的には径50 nm程度のコラーゲン細
線維が観察可能なことから，水平方向の分解能として
は D周期の観察に十分と考えられる．しかし液中の
D周期の溝の深さは2 nm以下と考えられるため 5)，こ
れがSICMの垂直分解能以下であることが想像される．

②培養細胞の SICM観察
培養細胞は SICMの生物応用において，最もよく用
いられてきた 6)-8)．いずれの報告においても SICMは，
液中でナノスケールの培養細胞観察に有用であるとさ
れている．そこで HeLa細胞（ヒト子宮頚癌由来の培
養細胞）に対し 1%グルタールアルデヒド固定を行い，
ホッピングモード SICMにて観察を行ってみた（図 4，
図 5）．弱拡大で HeLa細胞を観察すると，急峻な傾斜
を有する，高さ10-15 m程の細胞である．またその表
面には微細な細胞質突起が存在し，拡大すると，高さ
が約 1 m，幅が 100-150 nm程の大きさをした突起の

不規則な形状も明瞭に観察できた．これらの所見は，
SICMが液中で，高低差の激しい細胞に対しても大き
な変形をきたすことなく，電子顕微鏡レベルの観察，
ナノスケールの観察が可能であることを示している．
そこで次に，電解質液を通常の細胞培養に使用する
培地として，5% CO2環境下で，生きた（未固定の）
HeLa細胞の観察を行った（図 6）．撮影時間を 1枚あ
たり約 10分として連続撮影を行ったところ，細胞の
頂上部の微小突起や辺縁部での細胞質突起の動きや，
細胞分裂後の細胞の分離などの運動が観察された．さ
らに現在私たちの使用する装置では，撮影時間を 128
×128ピクセルの画像で 1枚あたり約 6分まで縮める
ことが可能なことから，過去に AFMで行われた生細
胞観察とほぼ同様の時間分解能でのタイムラプス動画
観察が可能と考えられた．この場合，従来の AFMに
よる方法と異なる点は，プローブと試料の接触による
ダメージを減らすか無くすことが期待できることにあ
る．実際にこれらの観察において得られた生細胞の
SICM像は，固定培養細胞の観察時同様，細胞表面の
大きな変形を認めないように思われる．したがって生
細胞のナノスケールでの表面形状解析に SICMが広く
用いられることが期待される．

4. 今後の展望

本稿では，SICMの概要と，現在までに私たちが
行った生物試料観察の一端を紹介した．SICMの魅力
は，生物にとって生理的な条件である液中で，柔らか
い生物試料の変形をきたすことなく，ナノスケールで
の表面構造解析を行うことができる点である．また，
ホッピングモードを用いることで凹凸の激しい試料で

図 4  

固定 HeLa細胞の SICM像．実線部分の断面高さ情報を下に示す．

図 5  

HeLa細胞頂上部を拡大した SICM像．様々な形をした微小な細胞
質突起が観察される．
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も対応が可能である．その結果，培養細胞を用いた生
細胞観察において，試料の変形をきたすことなく，細
胞の動きを観察することができた．このほか私たち
は，生体より摘出した組織標本の SICM観察（図 7）
についてもよい感触を得ている．このように今後，よ
り幅広い生物試料観察にこの顕微鏡を応用することが
できるのではないだろうか．
一方で現在のところ，SICMの分解能についての議
論やイオン電流の変化のシミュレーションなどの研
究 9)は少なく，未だに不明な点も多い．その点からす
ると，SICMの理論的背景を明らかにすることは今後
の重要な課題の 1つといえそうである．また SICMで
使用するガラスピペットは，その開口部を細胞膜表面
などに密着させることで，密着部での膜電位の変化な
どを測定するパッチクランプ法にも利用できるという
報告もある 10)．このように SICMを画像の取得とパッ
チクランプの両者の目的で用いることで，形態学と生
理学を結びつける装置としても期待できそうである．
今後の様々な発展が楽しみな装置である．
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図 6  

生きた HeLa細胞の SICM観察．細胞分裂を終えたばかりの間期の
細胞を示す．左は 1枚あたり約 10分の撮影時間で連続撮影（128

×128ピクセル）を行った画像を 1枚置きに並べたもの（すなわ
ち 20分毎の観察）．右は各図の実線部の断面像を示す．細胞頂上
部の微小突起の変化や分裂後の 2つの細胞が徐々に分離する様子
（矢尻）が観察できる．図内の数値は矢印間のくびれの距離．

図 7  

ラット気管壁の SICM像．摘出した気管をカバーガラスに固定し，
その内腔を観察した（15 m角で撮影）．気管内腔の線毛細胞（左
上）および周囲の無線毛細胞が観察される．
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. ビッグデータと第 4 の科学

2012年 3月末に，米国のオバマ大統領が，科学に
おける「ビッグデータ・イニシアティブ」を米国内で
振興すると発表し，「ビッグデータ」が科学における
キーワードとして広く使われるようになってきた．
元々の「ビッグデータ」は，消費者データや産業・商
業の動向を広く収集し活用する者が勝者になるという
ビジネスの世界におけるキーワードであった．しか
し，20世紀後半に勃興した第 3の科学と言われる「計
算科学」についで，第 4の科学として誕生しそうな
Data-Intensive Scienceなる新たな科学のパラダイムを
指す言葉として，「ビッグデータ」が使われるように
なった．この Data-Intensive Scienceは，「データ中心の
科学」あるいは単純に「データ科学」と日本語で呼ば
れ始めているが，ここでは意味がわかりやすい「デー
タ主導科学」と記す．
データ主導科学がなぜ第 4のパラダイムかと言う
と，観測機器の発展により，ゲノム科学や天文学等にお
いて，ゲノム情報や画像イメージなどの詳細で巨大な
データを以前に比べて極めて容易に観測し蓄積するこ
とが可能になったことを前提とし，それら膨大なデー
タの解析から新規の知識体系を構築するという，これ
までにない学問の取り組み方が始まった，とする考え
に由来する 1)．図 1に示される「DIKWピラミッド」
は，このデータ主導科学における取組み方の基本的な
概念を表しており，最も下位にある生データ（Data）
が散在している状態から，データの検証を行って集積
した情報（Information）とし，その解析によって新た
な知見（Knowledge）の蓄積を進め，最終的に科学的
英知（Wisdom）に結実させようとするものである 2)．

インターネットの普及した現代では，このDIKWピ
ラミッドの構築は，図 2に示されるように，インター
ネットにより世界中に分散しているDataや Information
を自動的に収集し結合して解析を行う Linked Data（ク
ラウドシステム）が適していると考えられている 3)．
このような Linked Dataの世界では，ウェブ上の情
報の意味とその間の関係（オントロジーと呼ばれる）
をコンピュータが自動的に理解できる仕組み（セマン
ティック・ウェブと呼ばれる）が必要とされる．この
セマンティック・ウェブで標準として利用されるのが
RDF（Resource Description Framework）フォーマットで

生物物理 53（1），044-046（2013）

ビッグデータ時代に向けたProtein Data 
Bank（PDB）の取り組み

中村春木
大阪大学蛋白質研究所

Protein Data Bank (PDB) for Big Data Era
Haruki NAKAMURA
Institute for Protein Research, Osaka University

※図 1–図 3は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．

図 1  

DIKWピラミッドの概念図 2)．

図 2  

Linking Open Data cloud diagram (http://lod-cloud.net/)
3)を改変．

http://lod-cloud.net/
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あり，現在，EBI（European Bioinformatics Institute）に
おける UniProt

4)や日本のバイオサイエンス・データ
ベースセンター（NBDC: National Bioscience Database 

Center）5)が精力的にその導入を進めている．
一見，極めて現代的でスマートなデータ主導科学と

その手法ではあるが，克服すべき基本的な問題点を指
摘しておきたい．1つは，DIKWピラミッドを構築す
る際のデータの検証が，誰によってどのようになされ
るのか，という問題であり，もう 1つは Linked Data

の各サイトとネットワークの信頼性がどのように担保
されているか，という問題である．以下では，データ
主導科学の振興という立場から，巨大データという意
味での「ビッグデータ」を扱ってはいないが，生物物
理学会にも深く関係している蛋白質構造情報のデータ
ベースである Protein Data Bank（PDB）において，ど
のようにこれらの問題に対処し，将来の「第4の科学」
にも寄与できる体制としているかを紹介する．

. wwPDB と PDBj の活動

1971年に米国で誕生したPDBは，蛋白質，核酸，糖
鎖などの生体高分子の立体構造情報をデータバンク方
式で集積したデータベースであり，2012年11月には約
86,000件の構造情報を無償で公開している．情報量と
しては，最近加わったEMDBの電子顕微鏡画像データ
を加えてもオリジナルデータは 180 GB程度であり，
ビッグデータと呼ばれるほどの大規模なものではない．
私ども PDB Japan（PDBj, http://pdbj.org/）は 2000年

からデータ登録活動を始め，2003年に米国 RCSB-

PDB，欧州 EBI-PDBeとともに国際的な worldwide PDB

（wwPDB, http://wwpdb.org/）を組織し，PDBjもその一
員として以下の活動を行っている 6), 7)．
 1） “Data-in”の活動：wwPDBに共通の品質管理による
データ登録作業．PDBjでは，これまでに wwPDB

全体の約 1/4の登録を行っている．
 2） “Data-out”の活動：毎週水曜日の午前 9時（日本
時間）にアプデートされる共通データのダウン
ロード・サイトの運営と，独自に開発した種々の
サービス・ツールや二次データベースの提供．

前者の Data-inの活動では，構造生物学のソサエ
ティーの支援や提言により，生体高分子の国際雑誌へ
投稿する論文には原子座標だけでなく，構造因子ある
いは NMR化学シフトと距離情報等の実験情報の PDB

への登録が義務付けられている．このため，Data-in

における登録作業においてデータ検証（Validation）が
なされており，ある水準以上のデータのみが PDBに
登録される仕組みとなっている．また，各登録者には

データの Validation Reportを PDBは発行しており，
PDBからデータが公開前でも，雑誌の編集者が要求
した場合には，各著者が編集者へそのレポートを提出
することで品質を証明することができる．（PDBでは
登録者の希望により，論文受理まで，あるいは登録後
最長 1年間は，登録データを非公開にできる．）
後者の Data-outにおいては，データ記述のための
フォーマットについて様々な変革が行われている．
1970年代から使われてきたいわゆる「PDBフォーマッ
ト」は，扱える原子数やペプチド鎖数の上限に決定的
な問題がおきており，この 1～ 2年で標準的なフォー
マットとしては使われなくなることが決まっている．
新しい PDBxと呼ばれるフォーマットでは，辞書やス
キーマを備え，情報学的にも整備されたものである．
我々 PDBjでは，その活動の初期から，現在の種々の
データベースにおいて標準となっている XML形式に
この PDBxを変換し，PDBMLと称するカノニカルな
標準フォーマットを米国の RCSB-PDBと協力して開
発してきた 8)．さらに，この PDBMLを基にしてセマ
ンティック・ウェブで利用できる PDB/RDFも PDBj

にて開発した 9)．この PDB/RDFは wwPDB標準の
フォーマットとして採用されており，「PDBは情報学
的に古臭い」と以前に批判されたこともあった 10)が，
既に PDBはセマンティック・ウェブ化されている．
前者の Data-inも後者の Data-outも，wwPDBのメン

バーが協力し，共通の品質管理による登録作業を行っ
て共通のアーカイブを運営し，アプデートも世界同時
に行う，という仕組みによって運営されている．ま
た，データ配布を行うポータルは，米国の場合には編
集作業を行う東海岸のラトガース大学ではなく西海岸
の UCSDの SDSC（San Diego Supercomputer Center）で
あり，EBIの場合には Hinxtonでなくロンドンのデー
タセンターであり，PDBjの場合には札幌の NBDC

データセンターに設置されており，それぞれのサイト
のポータルが冗長化されつつ，データ保存の体制も確
立されている．
このように，wwPDBではデータ主導科学において
懸念される種々の問題点が既に解決されているが，こ
れらは，国際的な構造生物学ソサエティーの強い支援
体制によって実現された結果であることを最後に紹介
する．wwPDBでは，毎年，X線結晶構造解析，NMR，
電子顕微鏡の国際的な構造生物学の専門家を招へいし
て wwPDB Advisory Committee（AC）会議を開催し，各
年の wwPDBの活動に対する評価を受け，解決すべき
短期的問題と長期的問題が提示される．これらの提言
は wwPDBの webページに公開され，透明性を高めつ

http://pdbj.org
http://wwpdb.org
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つ利用者からの意見が常に反映される仕組みとなって
いる．2012年 10月 12日には大阪大学蛋白質研究所
においてこの wwPDBAC会議が開催され，図 3に示
すように多くの著名な構造生物学者が一堂に会し，上
記した「PDBフォーマット」の問題や共通の登録方
式の改善について議論が行われた．
データ主導科学には期待するところも多いが，単に

RDFフォーマットを導入し Linked Dataの世界につな
がるだけでは DIKWピラミッドの頂点（Wisdom）に
たどりつくことは難しい．データ主導科学の基盤とな
るデータの検証と蓄積，ポータルサイトやネットワー
クの品質や安全性を確立する，という地味で気の長い
作業と研究開発が必要である．また，これらは国際協
力と各研究ソサエティーの支援が必須であり，その組
織化を進める事業と人材，さらにそれらを支える長期
的なグラントも必要である．「ビッグデータ・イニシ
アティブ」を日本でも早期に開始して，「第 4の科学」
のパラダイムが実現することを希望している．
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図 3 
2012年 10月 12日に大阪大学蛋白質研究所で行われた wwPDBAC会議の出席者．左端は筆者で，左から 3番目は電子顕微鏡ソサエティー
を代表した難波会長．
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セマンティックウェブ
Semantic web
インターネット上のウェブにある情報間の関係が
客観的に記述された，コンピュータが自動的に読
み取れるウェブのこと．人間がウェブページを閲
覧する行為に替わり，コンピュータが自動的に
ウェブから情報を収集し分析・予測を行えるよう
にすることを目的とする（http://www.w3.org/）．
（044ページ） （中村）

スキーマ
Schema
ここでは，データベース構築において使われる情
報科学の用語を意味し，対象となる概念やデータ
間の関係の定義や記述法の定義のこと．
（045ページ） （中村）

※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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はじめに

レーザー，CCD，フィルタ，分光器等の技術の進
歩により，ラマン顕微鏡による生細胞研究が現実的と
なったのは最近です（～ 10年）．この状況で，研究会
「最先端光計測とライフサイエンスの近未来―バイ
オ・ラマン 2017」（以下，バイオ・ラマン研究会と略）
を企画・開催しました（図 1, 図 2）．2012年 3月 19日
に準備会を開催し～ 25名の参加者が集い，研究会の
構想について話し合いました．カジュアルな雰囲気に
する，顔を覚えられるよう～ 60名までの参加とする，
それぞれの研究が効果的に推進するよう年数回の頻度

で会を開く，交流・意見交換の時間を多くとる．これ
らの方針が決まり，5月 18, 19日にバイオ・ラマン研
究会［1］を開催（～ 50名），続いて 10月 25-27日に
研究会［2］を開催しました（～ 60名）．いずれも埼
玉県和光市（理化学研究所）で開催しました．一連の
研究会での議論を通じ，バイオ・ラマン研究の要所・
要点（効きどころ）が明確となり，連続して参加した
方の研究がかなり進展しました．本稿では，直近に開
催された研究会［2］の成果・概要について報告し，
バイオ・ラマン研究の「効きどころ」について紹介し
ます．尚，次回，バイオ・ラマン研究会［3］を 2013年
3月 25, 26日に横浜理研で開催する予定です．興味あ
る方は筆者（事務局）にご連絡ください．遠方，若手
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バイオ・ラマン研究の効きどころ
最先端光計測とライフサイエンスの近未来―バイオ・ラマン2017研究会報告

盛田伸一1，伊藤民武2

1（独）理化学研究所
2（独）産業技術総合研究所

$e Points in Bio-Raman Research
Shin-ichi MORITA1 and Tamitake ITOH2

1RIKEN
2National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

※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．

図 1  
成果報告集．1件に付き～ 2, 3頁で成果を報告（要旨に質疑応答
やコメントを付記）．冊子として配布．  
◆生物学者とラマン分光の経験者が異分野交流，キラーアプリ
ケーションを探索する．  
◆～ 2017年（5年後）にラマン顕微鏡法をバイオ研究の標準と
するための今後について話し合う．

図 2  
生細胞（MCF-7）のラマンスペクトル．細胞サイズ（～ 20 m）
の 1/20の局所を～ 10秒で良質なスペクトルの計測が可能に
（532 nm，～ 20 mW）．タンパク質，脂質，シトクロム c，核酸等
の振動をありのまま観察可能．細胞の内部状態の変化を知るため
に，～千個のスペクトルを計測．内在する情報は豊富であるが複
雑でわかりにくく，揺らぐ多変量を紐解く解析法が必要である．
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であること（院生を含む）を考慮し交通費等を負担で
きる場合があります（shinmorita@riken.jp, tamitake-itou

@aist.go.jp）．

研究会の概要

生物物理学・生物学を専門とする方を中心に，物理
学，化学，医学，薬学，数理学……と多様な視点を持
つ研究者が活発に議論をしました．企業からも，多数
の参加者がありました（全体の～2割．分光器，光源，
解析ソフトウェア，総合化学，薬剤等のメーカーな
ど）．ラマン分光をこれから応用しようとする生物学
者と，ラマン分光の経験者がほぼ半々でした．以降，
発表・参加者の専門分野に分け報告します．

【生物物理学～生物学～医学】生物学専門の方が会の
主流でした．ラマン分光を応用しようとする生物学者
のほとんどは，生体組織というよりむしろ生細胞の
1つ 1つに注目し，生細胞の小器官や分子を蛍光ラベ
ルして観察した経験のある方でした．今後，蛍光標識
を併用した形でラマン計測し，研究の互換・標準を作
ることが大切そうでした．ところで，ラマン計測はラ
ベルフリーゆえに，診断技術としての応用が可能で，
本会でも，臨床医学的に生体組織レベルでラマン計測
した報告がいくつもあり，生物学と臨床医学の研究者
の活発な意見の交換がありました．それらは「ラマン
計測による単一細胞診断」の実現を予見させるもので
した．それから，案外「ラマン顕微鏡による生細胞観
察の標準的手法」，「ラマン計測データの前処理の方
法」など，実践的で基礎的な技術・工夫についての質
問が多くありました．会の参加者は，これらの生きた
情報を積極的に交換・取得していました．表面増強ラ
マン散乱（SERS）の基礎・生細胞系応用について，発
表がありました．SERSとは，金属ナノ構造体に吸着
した分子のラマン散乱強度が大幅に増大する現象（最
大で 10

14倍ほど）であり，タンパク質 1分子の振動情
報を取得できるアプローチとして期待されています．
蛍光プローブによる 1分子イメージング法の開発によ
り，標的 1分子の位置についてわかるので，同時にそ
の SERS信号を取得できないかという関心がありまし
た（たとえば，タンパク質分子のリン酸化についてわ
かると面白い）．ラマン分光に限らず，蛍光イメージ
ング法，蛍光標識1分子イメージング法，赤外レーザー
（1470 nm）による生体内局所遺伝子発現誘導法，蛍光
相関分光法，といった最先端光計測・誘導法を用いた
ライフサイエンス研究について報告があり好評でした．
【数値解析学～理論生物学】解析・理論に興味ある研
究者にとってバイオ・ラマン研究会は新鮮な知見・観
点にあふれ，よい情報収集の場であり，たくさんのヒ
ントを得ていました．「生細胞ダイナミクスのラマン

スペクトル，すなわち変動する複雑な多変量，を直感
的に理解できるより良い方法を提出する」，「ラマン分
光で観察した様々な生命現象を，つまりラマンによる
新しい見え方を，説明できるよう数理モデル・理論体
系を構築する（その中の新しさを見出す）」，という観
点がありました．
【応用物理学，最先端装置開発など】先端的技術によ
る生細胞ラマンイメージング，コヒーレント反ストー
クスラマン散乱（CARS）による顕微鏡の開発，波長
可変レーザーの開発や応用，について報告がありまし
た．また，内在性分子の自家蛍光やラマン散乱，赤外
吸収，あるいは第 2・第 3高調波発生（SHG, THG）
などの非線形光学効果を視野に入れた，網羅的な非染
色バイオイメージングに取り組む研究者がいました．
最先端の計測技術とホットなライフサイエンスの話題
の融合が生じ，いくつもの交流が行われていました．
【化学～薬学】ラマン分光分析は，分析化学，物理化
学で普及しています．バイオ・ラマン研究会 [2]では，
興味深いことに合成化学としてのラマン研究の報告が
ありました．標的が低分子であると，大きな蛍光分子
プローブの影響が無視できず，別の手法が必要でし
た．そこで積極的に小さな官能基（ラマン散乱ラベ
ル）を分子に導入し，系に影響の少ないラベル化を実
現していました．生化学的な研究の報告も，ありまし
た（生体物質の in vitroラマン分析，ヘム等の共鳴ラマ
ン散乱現象による研究）．創薬では，薬は人体に投与
するので，合成から水系である制約があります．合成
直後，試作物質は水系なので，赤外ではなくラマン分
光による物質の同定が有用とのことでした．固体錠剤
としての薬剤の品質管理の現場では，世界的にはラマ
ンイメージングが既に使われており，近い将来，ラマ
ンイメージング機が国内に普及するとのことでした．

おわりに

「単一細胞診断・分析」，「バイオ SERS」，「揺らぐ多
変量を紐解く解析法」，「生体の網羅的非染色イメージ
ング」，「ラマンタグ」，「創薬・品質管理での認知と普
及」，バイオ・ラマン研究の効きどころは，参加者に
とって，これらに留まりません．会の活動度の指標は
「想定内の成果だけでなく，偶然のラッキーを探し当
てる研究者がどれだけ現れるか」です．まずは，生き
た交流の場にいらしてください．

企画者：石井邦彦（理研），伊藤民武（産研），大嶋
佑介（愛媛大），大橋祐美子（理研），岡本憲二（理
研），立川正志（理研），野村真樹（理研），馬場昭典
（理研），坂内博子（理研），前田康大（関学大），盛田
伸一（理研），森山圭（大塚製薬），山越博幸（理研）
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中部支部支部長：神山　勉

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻（物理系）
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セッションが 2日間以上続くこともありました．しか
し，最近の物理学会年会での生物物理関連の口頭発表
件数を調べてみますと，2010年が 46件，2011年が
41件，2012年が 38件，となっており，このまま単調
減少が続けば，生物物理関係のセッションはなくなっ
てしまうでしょう，とも予想されます．この減少傾向
は，日本生物物理学会が独り立ちして存在できるよう
になったことの証であると前向きに捉えることもでき
ますが，物理学科における生物物理関連研究室の存在
意義を考えますと，喜んでばかりはいられません．も
う少し大局的な観点からみても，おおいに憂慮すべき
ことと思われます．
さて，今までの中部支部の講演会は 3月末に開催す

ることが暗黙の了解となっていたようです．生物物理
学会の年会が秋に開催されますので，中部支部講演会
を 3月末に開催するのは理に適っているのかな，と，
私自身，漠然と考えていました．しかし，「少なくと

日本生物物理学会中部支部は，東海地区の生物物理
学の研究者が中心となり，研究者間の交流，研究の活
性化を目的として組織された団体で，恒例行事とし
て，支部講演会を毎年 1回開催しております．昨年度
の中部支部講演会は，2012年 3月 19日に名古屋大学
野依記念学術交流館にて開催されました（写真 1）．
参加者数は57名，研究発表は34題（口頭発表が16題，
ポスター発表が 18題）ありました．口頭発表者の中
から，雲井健太郎さん（名古屋市立大学薬学部），山
田大智さん（名古屋工業大学工学研究科），村上緑さ
ん（名古屋大学理学研究科）の 3名が優秀発表者に選
ばれました．受賞時の彼らの表情（写真 2）から推し
量りますと，こういう懸賞行事も大切なのかもしれな
いと感じとれます．
今年度の支部講演会は，名古屋大学野依記念学術交

流館にて 2012年 2月 19日に開催する予定です．講演
申し込み締め切りは 2月上旬となっておりますので，
興味のある方は生物物理学会中部支部のホームページ
をご覧ください．
今年度の支部講演会は例年より 1ヵ月ほど早めに開

催しますが，その理由を述べさせていただきます．そ
もそも，中部支部講演会には，プラス面とマイナス面
の両面があることを認識する必要があります．今年度
の生物物理学会の総会で，物理学会領域 12の世話人
になられる岡本祐幸さんが，「物理学会年会での生物
物理分野の発表件数が危機的水準まで減少している．」
ことを指摘されたことを記憶されている方も多いと思
います．生物物理学会の設立当時から，生物物理学会
の会員は，物理学会の年会で発表できるという特権が
与えられており，10数年前まで遡れば，物理学会で
の生物物理関連の発表件数はかなり多く，生物物理の

E-mail: kouyama@bio.phys.nagoya-u.ac.jp

写真 1 
中部支部講演会の参加者の集合写真（於：野依記念学術交流館）

写真 2 
中部支部講演会での優秀発表者の受賞時の喜びの様子

生物物理 53（1），049-050（2013）
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も，物理学科に所属する教員は物理学会での発表を最
優先すべき」との岡本さんからの暗黙の圧力もあり，
今年度の物理学会年会には当研究室からは 4件の講演
発表の申し込みをしました．これと同時に，中部支部
講演会の開催時期についても考え直してみました．過
去 5年間を調べてみますと，物理学会年会は 3月末に
開催されており，開催時期が中部支部講演会と重なっ
ている年もありました．このような状況ですと，地元
で開催される中部支部講演会で発表することで満足し

てしまい，物理学会年会での発表を控えてしまいがち
です．（年度末の旅費支給の煩雑さを考えますと，な
おさらです．）そこで，中部支部講演会の開催時期を
早めることで，物理学会年会での生物物理関連の発表
件数が少しは増えるでしょう，と考えました．これは
淡い期待かもしれません．抜本的な対応策になってい
ないとは思いつつ，しかし，他の妙案を持ち合わせて
おりません．この件につきましては，生物物理の会員
皆様からのお知恵を賜りたいと思います．

Bioluminescence—Chemical Principles and Methods (Revised Edition)
Osamu Shimomura［著］
World Scientific Pub Co Inc，2012 年，496 ページ，$120.

 本書は，2008年ノーベル化学賞の受賞者である
O. Shimomuraにより 2006年に発行された“Biolumi-
nescence̶Chemical Principles and Methods”の改訂
版である．本書では，自然界に生息する“発光生物”
の発光現象に関する化学的研究が，1000報以上の
文献をもとに記載されており，“生物発光”のバイ
ブルといえる．生物発光研究のパイオニア的存在で
ある Shimomuraは，ウミホタル，オワンクラゲ，
発光イカ，ホタル，発光キノコなど世界中の発光生
物における分子レベルでの発光機構，すなわち「ど
のような分子による化学反応でエネルギーが生成
し，どのような励起分子種から光が放出されるの
か」，といった解明を手掛けている．本書では自身
の研究を含めた発光機構に関する内容が，実験方法
とともに詳細に記述されており，生物発光の研究を
行う生物化学分野や生物物理学分野の学生や研究者
が総合的に生物発光を学ぶことができる書籍といえ
る．これまでに解明された生物発光機構は数例であ
り，まだ未解明な発光機構は多く残っている．この
書籍では，今後の解決すべき生物発光研究の課題が
Shimomuraにより提示されている．この課題の解決
のために，将来の研究者にとって有用な書となるよ
うに，“The future is an extension of the past.” “The 
process of the progress made in the past is as impor-
tant as the findings and discoveries for the planning of 
future research.”と記し，単なる研究成果のみを記
した学術書ではなく，生物発光の研究におけるこれ
までの研究者の研究に対する取り組み方をも記して
いる．本書は 2006年版の内容にノーベル賞受賞
テーマとなった「緑色蛍光タンパク質（GFP）の発

見とその利用」の根源である GFPに関する項目およ
び生物発光に関する 2005年以降の研究が追加され，
さらに充実した内容となっている．

（三重大・院・生物資源　寺西克倫）

書

評

Copyright © 2012 World Scientific Publishing Co.
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あるのではないかと考えました．
経緯　夏の学校北海道開催が決まった後，メインシン
ポジウムで先生方にご講演いただくだけではなく，何
かその時間を活かす方法はないかと悩んでいました．
ある時，テレビや雑誌などでインタビュアーが話を聞
いた後，その人なりに聞いた話を「翻訳」することが
あることに気付きました．その様な翻訳では気づかな
かった点が指摘されておりました．「まさにコレだ！」
と思い，私から提案し若手の会元会長の都築峰幸さ
ん，会長の山本暁久さんのご助言を受けながら実行委
員会で具体化しました．
実践　夏の学校のメインシンポジウムにおいてこの実
験的な試みをいたしました．参加者を 10名～ 15名程
度に分けました．実験・計算・理論関係なく，学年も
意識せず振り分けました．全 1時間半中 40分印刷し
た講演スライドを用いて相互に感想を述べ合い，その
後講演者の前でその結果を発表してもらいました．
感想　発表ででた感想には講演者に直接言い難い素直
で鋭い意見もあり，返答では各講師の先生方が自らの
信念を語るといった，非常に熱のこもったものとなり
ました．お話を聞いた後，胸が熱くなったのを記憶し
ております．
この「トランスレーション」の最も重要な点は参加
者が相互に consultし合う点にあると考えられます．
互いに専門性が異なるということは，同じ説明を聴い
ても理解度や着眼点が異なることを意味します．個々
では気づけなかった点や理解できなかった点を誰かが
指摘・解説し，またその点について，さらに異分野か
らコメントを貰うといったことができます．その際，
参加者の立場は分野の代表者として意見を求められま
す．このような“議論”の形式は相互の分野が異なり，
目的意識が共有できているほど問題の多角的理解を促
すと考えられます．今後の支部活動等の異分野交流の
場にご活用いただければと考えています．
事後のアンケートでは時間不足を数多くの方から指
摘されました．1グループの人数や，“議論”の時間
にはまだまだ改善の余地はありそうです．もし実践さ
れた場合にはこうした点をどう変えたらどうなったの
かについてお教えいただけますと幸いです．
謝辞　最後になりましたが，この「トランスレーショ
ン」は私の提案を基に，皆で形にしました．この様な
仲間がいなければ問題意識を明確することも，その解
決策を具体化することもなかったでしょう．一緒に取
り組んで下さった仲間に心から感謝いたします．
現在有志で，「トランスレーション」を実践した夏
の学校メインシンポジウムの文章化を試みています．
気長にお待ちいただけ，お引き受けいただける雑誌が
ございましたらご一報いただけますようよろしくお願
いいたします．

永幡　裕
北海道大学生命科学院（小松崎研＠電子研）博士課程 2年

新たな試み「トランスレーション」について
概要　本稿では第 52回生物物理若手の会の夏の学校
メインシンポジウムにおいて新たに導入した「トラン
スレーション」について解説いたします．この「トラ
ンスレーション」とは講演の多角的な理解を促すた
め，講演後に参加者が相互に感想を述べ合う時間のこ
とです．後述する実践の参加者の感想では『趣旨説明
不足』という指摘がありましたが『「トランスレーショ
ン」が聴くだけではよくわからなかった異分野の講演
を理解する上で助けとなった』といった感想を「多数
いただいており，次回以降続けることに対して好意的
な意見がほとんどでした．本稿では「トランスレー
ション」の導入の背景，趣旨説明とともに，簡単にで
はありますが実践結果について触れたいと考えており
ます．
背景　生物物理学は非常に多岐にわたる専門分野から
なります．この多様さが新風を生命科学研究に吹き込
んできた一方，若手研究者間のコミュニケーションの
障害ともなってきました．ここ数年の若手の会の支部
活動は，夏の学校を担当した際にのみ活性化し次の担
当までの期間，減衰してゆくといった深刻な問題を抱
えています．もしこの様な支部活動の低下がその学術
分野が魅力を失ったためならば致し方のないことで
す．しかし，まったくそのようなことはなく，ゲノム
プロジェクト終了後も最近では SACLAやスパコン京
の運用開始，分光技術・一分子計測技術の発展など生
物物理を取り巻く分野では，今なお非常に多くのブ
レークスルーが起きています．
こうした現状を踏まえて，我々は問題の所在を若手

の会がもつ構造上の問題，特に魅力ある分野の多様さ
を生かしたコミュニケーションができていないことに

E-mail: yutaka_nagahata@mail.sci.hokudai.ac.jp
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都築峰幸
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻博士課程 3年

博士後期課程からの就活
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻博士課程

後期 3年の都築峰幸と申します．私は来年度より一般
企業に就職が決まった D3です．就職活動を始めるに
あたり，周りに相談できる方が少なく，不安がありま
した（特にマッチングという言葉の曖昧さに）．そこ
で，博士後期課程修了後，一般企業へ就職されるもし
くはされている方の情報を得て，後輩のために役立て
ないかと思い，アンケートによる調査を思いつきまし
た．以下にその結果を掲載します．
生物物理若手の会，いくつかの他の若手の会MLを

介して，また，私の物理学科の友人など，私を含め計
10名の方々から回答をいただきました．
集計結果で印象的だったのは，博士号取得年と就活

難度の関係でした．2000年代に博士号を取得されて
いる方 3名，2010年代に博士を取得もしくは見込み
および中退の方 7名の回答者に分けて解析しました．
問：［就活前に想像していたより就活は簡単でした
か？］
2000年代：難しかった： 2名，無回答： 1名
株式会社エーセルという会社を興したという方もい
らっしゃいました．
2010年代：やや容易： 1名，変わらない： 6名
さらに，修士，学士在学時も就活をされた方が，

2000年代の方で 1人，2010年代の方で 3人いらっしゃ
いました．その方々に対して以下の質問をしました．
問：［修士，学士の際の就活と比べて難易度はどうでし
たか？］
2000年代：難しかった： 1名
2010年代：変わらない： 3名
この数年で，企業の側に博士号取得者採用への認識の
変化があるようで，興味深いです．
博士課程の就職は，現在の研究と就職先との「マッ

チング」が大切と聞くことがあります．そこで，
問：［博士課程で得た知識のどこが活きそうか？］に対
し
・研究対象に対する知識： 1名
・研究手法に対する知識： 3名
・研究対象および手法に対する知識： 3名
・その他（研究の基礎能力，人間性，なし）
という回答を得ました．
私見ですが，企業とのマッチングとは研究の手法か

対象が少しでも企業で活かせることだと思います．修
士卒は研究とまったく関係ない企業への就職も可能で
すが，博士卒でそれは困難になるくらいのものです．
結局は，普段から研究に励むことが就職への近道と考

えます．
問：［就活中の博士学生ならではの印象に残ったエピ
ソードがありましたら記入して下さい］に対し
・ アカデミックに残らない理由をよく聞かれた： 3名
・ 博士課程の学生であることが選考に不利に 

働いたことがあった： 2名
・ 差を感じなかった： 2名
という回答を得ました
最後に，アンケートに答えていただいた方からのア
ドバイスを，紙面の都合上要約して掲載します．
・ 「博士だから」という理由で断られるようなことは
なかった．募集が修士としか記載がない，受け付け
ていないと言われることも少数あった．自己分析，
業界研究や SPI，面接対策などの準備をしっかり行
えば，思っていたよりも厳しくはない．

・ 選択肢は減るが，必要以上に迷わなくてよいという
一面もある．就職を機に，別分野に行くとしても学
生時代の研究実績はあった方が絶対よい．

・就職するに問わず，キャリアをしっかり計画すべ
し．どんな将来を描きたいかを明確に．

・ 自分のモチベーション（生き甲斐，夢）を大切にし，
それを優先し，諦めないでほしい．もしそれらが見
つかっていないようなら新しい分野（企業などの）
に積極的に進出して，見つけてほしい．アイディア
があれば積極的に会社を起業し，新たな産業を作り
だしてほしい．将来，若手研究者がもっと活躍でき
る社会を作り，日本の科学技術・産業を牽引して希
望ある社会を築くことを切に祈っている．

・ 何がしたくて，何ができるかをきちんとエントリー
シートや面接の際に強調することが重要．

・ 博士である以前に，社会人として必要な基礎的能力
と素養を身に付けてほしい．

・ 仕事はとても色々な種類があるので，今まで自分の
行ってきた研究を活かせる職だけにこだわることな
く広い見方で企業を見てほしい（逆にこだわりすぎ
るとうまくいかないことが多い）．一見関係ない仕事
でも自分の博士課程での経験を活かせる面が必ずあ
る．少し違う方向にも目を向けることが大事である．

・ 思い詰めないこと
・ 他の人のケースを聞いても，民間企業や大学や分野
にかかわらず（希望したところに就職できるかどう
か）不安はなくならないと思う．特に博士課程卒の
ように専門分野が特化された場合はなおさらだと思
う．それよりも，情報収集のアンテナは常に広げつ
つも，自分にしかできないことを見極め，それを武
器に夢をあきらめずに切磋琢磨し続けるべき．努力
を継続することで形はどうあれ，なんらかの道が開
けてくるのではないかと信じながら，私自身も不安
を抱えながら日々がんばっている．具体的な就職活
動 Tipsは実際色々あるが，一番大事なのは人間性を
含めて日々心がけて磨上げてきた「自分」だと思う．E-mail: t_t_tsudu@nagoya-u.jp
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しかし，実験は失敗の連続です．分子生物学を学んで
いるという自覚はあっても，研究を楽しんでいるとい
う実感は正直あまりありませんでした．ハードに実験
をすればするほど，短い研究人生で自分のできること
は限られているんだから，楽しみながら必要なことを
学びたいと強く感じ始めたんです．もう一度大学院を
やり直そうと決意したのは修士課程 2年目に入った頃
でした．どうせやり直すなら，幅広い分野の教育を受
けられて，しかもローテーションというお試し期間を
経て研究室を選ぶことのできるアメリカの大学院を目
指すことにします．

渡米～大学院
より自分に合った大学院を探すためと，入学に必要
な試験をクリアするために，私はまずアメリカに移っ
てリサーチアシスタントの仕事をしようと思いまし
た．運良く，当時 UT Southwestern Medical Center at 

Dallasで血管の発生を研究しておられた Tom Sato先生
が私を採用してくださいました．彼のもとで 1年ほど
マウスを使った発生学を学びながら，大学院の情報を
集め，毎日英語の勉強に励みました．アメリカで最初
に住んだダラスは今でも私にとって特別な場所です．
メジャースポーツにはまったり，電話やケーブルの会
社はディフォルトで不当な額を請求するんだと知った
り，日本にいれば絶対に知り合わないような日本人と
出会ったり，研究以外のこともたくさん学びました．
コロンビア大学を選んだのは，最初の 1年間にみっ
ちり授業が受けられること，トップクラスの研究室が
数多くあること，それとキャンパスがマンハッタンに
あるという理由でした．さすがに 360度見渡す限り砂
漠のダラスに 1年間住むと，人が通りを歩いている都
会が恋しかったのだと思います．1年かけて学んだ英
語でしたが，いざ授業を毎日受けるとなると大変でし
た．特に膨大な量のリーディングをこなしたり，筆記
試験を時間内に終わらせたり，半分は英語の勉強のよ
うな日々が続きました．それでもほとんど勉強したこ
とのなかったニューロサイエンスや生物物理と出会
い，わくわくする毎日を過ごします．
研究室のローテーションは期待を大きく上回るほど
楽しかったです．まず 100近い研究室の中から 3つを
選ぶ訳ですが，授業でしっかり基礎を学んだことや，
ローテーションのためのセミナーがあったり，個別に
インタビューをする前にしっかりと研究内容を吟味す
ることができました．私はタンパク質の結晶構造解
析，酵母の分裂のメカニズム，線虫の発生，という
まったく似つかない 3つの研究室を選びました．どの

はじめに
私達の研究室では，膜タンパク質の構造と機能の解

析を，主に X線結晶構造解析や電気生理などの手法
を使いながら進めています．膜タンパク質は細胞間の
情報交換や細胞の恒常性を担う大切な分子なので，世
界中のたくさんの研究室がどういった仕組みで機能す
るかを熱を上げて追求しています．そのため競争は激
しいですが，コーネル大学キャンパス内にシンクロト
ロンがあることや，工学，物理，化学，など様々な分
野との交流が盛んなことも手伝って，私達のグループ
は毎日楽しい研究生活を送っています．この恵まれた
研究環境を手に入れるまでにはいろんなことがありま
した．このコラムでは，私がどういう経緯で現在の研
究室を立ち上げるに至ったか，簡単に紹介します．

日本での研究
私が研究者を目指したのは，大阪大学理学部 4年生

の時でした．知らないことばかりだった私は，セミ
ナーやジャーナルクラブの度にふれる生命のメカニズ
ムに胸を躍らせていました．特に，同期の大塚裕一君
（現阪大助教）や米崎哲郎教授とのディスカッション
は刺激的で，将来は自分の研究室を持って新しい発見
をしようという気持ちが強くなっていったのを覚えて
います．ただ，何にでも興味があった反面，具体的に
何をどう知りたいのかというのは曖昧で，大学院の研
究室選びに悩みました．結局もやもやとした気持ちの
まま，後でどの分野を選んだとしても役に立つだろう
という考えから，辻本賀英教授のもとで分子生物学を
学ぶことを選んだんです．当時最先端のアポトーシス
の研究を行っていた研究室はアクティブで，期待通り
分子生物学を基礎から身につけることができました．

E-mail: toshi.kawate@cornell.edu
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研究室もその分野ではトップクラスで，3-6ヵ月とい
う短い時間でしたが，とても内容の濃い実験を経験で
きました．それぞれの研究室にいた学生やポスドクが
何に興味を持って，どういうアプローチで研究を進め
ていたのか，今でも鮮明に覚えています．当時の日本
では研究室を決めて大学院に入るというのが主流だっ
たことを思うと，とても贅沢な体験をさせてもらいま
した．

1年間続いた講義とローテーションを終える頃，私
はタンパク質が機能する仕組みに興味があるのだと確
信しました．特にはじめて構造がわかった時に得られ
る膨大な情報が，タンパクの機能を知るのにどれだけ
パワフルであるかに魅了されました．私は Eric 

Gouaux教授のもとで研究することに決めました．彼
に出会ったのは，私の研究人生でおそらく一番影響力
のある出来事だったと思います．

ポスドク
大学院の研究ではタンパク質の構造解析やそれに必

要な生化学を学びました．しかし，大きな目標であっ
た ATP受容体の構造解析は達成されないままでした．
その頃から私は細胞外 ATPを介したシグナルに興味
を持ち始めていたので，どうしてもプロジェクトをあ
きらめきれずに Ericと一緒に Vollum Institute（ポート
ランド）へ移ってポスドクとして研究を続けることに
しました．ありがちなことですが，もう 1-2年と思っ
ていたプロジェクトは結局まる 4年かかってしまいま
す．ただ，ポートランドはおそらくアメリカでも最も
日本人の住みやすいところの 1つです．自然が豊富
で，治安も教育も良く，日本食スーパーが充実してい
て，日本へも近いので，ポートランドでの 4年間は快
適でした．そういう住みやすい環境にも助けられて，
念願の ATP受容体の構造を解くことができました．
それでも，競争の激しい世界で独立するにはまだまだ
力不足です．今度こそ短期間と誓いつつ，2つめのポ
スドクをすることに決めました．
私が選んだのは NIHの Kenton Swartz研究室でし

た．彼は主に電気生理を使って，様々なチャネルの
構造と機能解析を精力的に行っています．何よりも魅
力的だったのが，彼のラボの他に Joe Mindell，Miguel 

Holmgren，Mark Mayer，Shai Silberbergといったトップ
クラスの研究室が同じスペースを共有してイオンチャ

ネルのビッグラボを形成しているという点でした．毎
週のジョイントミーティングや日常的なディスカッ
ションを通じて，私はイオンチャネルの生理学をみっ
ちり学ぶことができました．さらに，NIHは世界中
から著名な研究者が講演に来たり，複雑なグラントの
仕組みを学べたりと，独立するのに有益な情報がたく
さん集まりました．たった 2年間でしたが，とても楽
しく充実した日々を過ごすことができました．
それから一連のアプリケーション /インタビューを
経てコーネル大学へ移るわけですが，今度は自分で研
究室を立ち上げるので，自分の研究がしやすい環境で
あればプラットフォームはそんなに重要ではないと個
人的に思います．コーネル大学を選んだのは自分の研
究が思うようにできそうだということの他に，家族の
生活がしやすいという理由からでした．いい選択だっ
たと思ってます．

研究を楽しむ
いろいろな研究室を見てきて思うのは，成果を出す
のに精一杯で，研究を楽しみながらやっている人は意
外に少ないということです．あくまでも個人的な意見
ですが，私は研究は楽しくないと意味がないと思いま
す．研究を楽しむためには，1）面白いテーマ，2）強
い競争力，3）データをシェアして建設的にディス
カッションできる仲間，が特に重要だと思います．ま
だ立ち上がって 1年ちょっとの研究室ですが，これか
らもじゃんじゃん研究を楽しんでいきます．

典型的な川手研究室の風景．左から私，学生のジュリアさ
ん，ポスドクのアキラ君，がタンパク精製についてディス
カッション中．
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実験医学別冊　実験ハンドブックシリーズ　
改訂　タンパク質実験ハンドブック　
取り扱いの基礎から機能解析まで完全網羅！
竹縄忠臣，伊藤俊樹［編］
羊土社，2011 年，B5 判，301 ページ，7,560 円（税込）．

 本書は，2003年に発行され，タンパク質を扱う
研究室では定番の実験書ともいえる「タンパク質実
験ハンドブック」の改訂版です．これ 1冊で，タン
パク質の精製，質量分析，抗体作成，機能解析まで
幅広く網羅しています．今回の改訂では，第 2章
「タンパク質取り扱いの基礎技術」，第 5章の「酵素
活性測定法」が新たに加わりました．第 2章ではタ
ンパク質の定量，濃縮，透析，保存法などが，基礎
から丁寧に記載されています．これからタンパク質
実験を始める学生にとって非常に心強い参考書にな
るはずです．第 5章では，酵素の活性測定法（Km
値，Vmax値の決定など）について解説されており，
酵素タンパク質をはじめて取り扱う場合には参考に
なると思います．その他の項目についても，最新の
技術に関する記述が加わり，最新のタンパク質研究
の基礎手法が網羅されています．
 著者らの研究室で日頃行っている実験内容を元に
つくられたプロトコールには，実験の積み重ねでし
か得られない貴重なコツやアドバイスが多数記載さ
れています．加えて，実際著者らが使用している
キットなどの情報も詳細で，自身の実験計画を立て
る際や見直しにも大いに参考になると思います．基
本から先端技術まで幅広い範囲を網羅しているため

学生が各自揃えるには少々値が張りますが，ぜひ研
究室で購入し，実験の合間に誰もが手にとれるよう
にするべき 1冊だと思います．

（北大・創成科学　田中良和）

書

評

広がる NMR の世界―40人の研究者からの熱いメッセージ―
朝倉哲郎［編著］
コロナ社，2011 年，A5 判，192 ページ，2,730 円（税込）．

 核磁気共鳴（NMR）法は，化学，生物分野の研究
に広く利用される機器分析法となった．NMR法は，
その高分解能の魅力もあり，長年にわたり進歩し続
けており，現在でもハード面，ソフト面で大きな技
術革新がなされ，さまざまな分野で研究者を魅了し
ています．本書には，高分子材料，無機材料，生体
分子，医療・医薬品，技術開発の分野で活躍する
40人の研究者からの，自身の研究紹介と熱いメッ
セージがつづられています．研究のエッセンスと研
究経緯が，それぞれ 4ページにコンパクトにまとめ
られているため，NMRの幅広い利用法が実感でき
るとともに，概要を理解しやすく，短編小説を読ん
でいる感覚でワクワクしながら楽しめます．皆さん
の研究テーマについても，新しい NMRアプローチ
を思いつくきっかけになるかもしれません．10年
後には，NMRはどこまで進化しているのでしょうか．

（立命大・薬・北原　亮）

書

評
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後

記

私大教員は忙しい！ということはよくいわれます
が，他を知らない私にとってはまー普通で，仕事時
間では 40%は研究に割いているかなと感じていま
す．さて昨年は大学役職を仰せつかったこともあ
り，かなり忙しく過ごしましたが，大学での教育と
いうテーマにも関心が高まりました．ベネッセ教育
研究開発センター（VIEW212012特別号）がアメリ
カ National Training Laboratoriesの調査結果を掲載
していましたが，大学生の授業内容の半年後の定着
率は恐ろしいピラミッド構造でした．これを The 
Learning Pyramidというそうですが，講義による定
着率はわずか 5%で，読書 10%，グループ討論
50%，自ら体験 75%，他人に教える 90%と定着率
が増加していく結果でした．長い時間をかけて準備
し，へとへとになるほど話をするのですが，講義が
終わる半年後には大半を忘れているのです……．実
はいわれるまでもなく教員の多くはそれを実感して
いているのではないでしょうか．ピラミッドが示す

ように，知識や理解というのは主体的な学びがあっ
てはじめて定着するようですから，興味がある内容
へ探究心を持ってもらうことが大切なのだと再認識
しました．この点では，低回生でも研究を意識でき
る仕掛け，たとえば学部内での教員，大学院生～学
部低回生までの縦のつながり，が必要かもしれませ
ん．「生物物理」を読む学生の多くは自らの探究心
に基づいて主体的に学習することが当たり前となっ
ていますが，学部低回生の心を動かす講義をするの
は大変なのです．生物物理分野は，生物―物理―化学
が融合しており所属学科の専門とは異なる切り口か
らサイエンスを眺められる点で学生に好評の分野だ
と感じています．GPCR，GFP，ノーベル賞のたび
に，これは生物物理的内容だといいながら解説し，
生物物理分野の将来の発展に微力ながら貢献してお
ります．

（R. K.）

岩波講座 計算科学 第 4 巻「計算と生命」
柳田敏雄，木下賢吾，笠原浩太，木寺詔紀，林　重彦，江口至洋，高木　周
岩波書店，2012 年，A5 判，230 ページ，3,675 円（税込）．

 科学は，実験，理論の両輪で進んできたが，最近
計算機の発展によって，大量のデータを蓄積し，計
算し，さらに高度な知識に高める第 3の手法が生み
出された。それが「計算科学」である。そして，生
物科学も第 3の手法の恩恵を被っている。世界最高
水準の京コンピュータ運用開始と期を一にして出版
された本書は，この分野を学ぶにはよい書籍であ
る。計算技術に依存する生物科学の分野は意外と多
い。ゲノムの配列情報の爆発的な増大は，必然的に
大量データの計算機への蓄積と検索を要求するよう
になった。実際，配列情報の検索や計算科学的手法
によって，多くの生物的知識が獲得されてきた。タ
ンパク質の立体構造情報に対して分子動力学などの
計算技術を適用することで，目では見えない分子の
動的構造を明らかにすることができる。細胞内には
多くの生体高分子があり，反応ネットワークを形成
し，巨大な生物システムを作っている。そのシミュ
レーションは新しい研究の流れである。マクロな人
体の力学的性質も研究の対象となる。血流や筋肉な
どの動きは医療技術開発の基本となるからである。
本書は，それらの計算機を使った生物科学研究の最
前線をよく記述していると思う。ただ最後に指摘し
ておかねばならないことは，これらの各研究分野が
まだお互い十分つなげられていないということであ
る。ゲノム配列情報から分子の立体構造，生物シス

テム，階層の高次の構造まで，生物は非常に見事に
組織化されており，本書の各論がいずれ 1つの原理
でつなげられるだろうということを頭において，読
むとよいと思う。

（名大・院・工学　美宅成樹）

書

評
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Contraction behaviors of Vorticella sp. stalk investigated using 

high-speed video camera. I: Nucleation and growth model  

(pp. 1–9)

Junko Kamiguri1), Noriko Tsuchiya1), Ruri Hidema1), Masatoshi 

Tachibana1), Zenji Yatabe1), Masahiko Shoji2), Chihiro Hashimoto3), 

Robert Bernard Pansu4) and Hideharu Ushiki5)

) United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo 

University of Agriculture and Technology

) Department of Applied Physics, Tokyo University of Agriculture 

and Technology

) Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Niihama 

National College of Technology

) Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoléculaires 

et Macromoléculaires, UMR  CNRS, D’Alembert Institute

) Institute of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and 

Technology

Received May 17, 2011
Accepted November 15, 2011

Th e contraction process of living Vorticella sp. has been investigated 

by image processing using a high-speed video camera. In order 

to express the temporal change in the stalk length resulting from 

the contraction, a damped spring model and a nucleation and 

growth model are applied. A double exponential is deduced from a 

conventional damped spring model, while a stretched exponential 

is newly proposed from a nucleation and growth model. Th e 

stretched exponential function is more suitable for the curve fi tting 

and suggests a more particular contraction mechanism in which 

the contraction of the stalk begins near the cell body and spreads 

downwards along the stalk. Th e index value of the stretched 

exponential is evaluated in the range from  to  in accordance with 

the model in which the contraction undergoes through nucleation 

and growth in a one-dimensional space.

Key words: Vorticella sp., image processing, 

high-speed video camera, damped mass spring system, 

stretched exponential, nucleation and growth

Contraction behaviors of Vorticella sp. stalk investigated using 

high-speed video camera. II: Viscosity eff ect of several types of 

polymer additives (pp. 11–19)

Junko Kamiguri1), Noriko Tsuchiya1), Ruri Hidema1), Zenji 

Yatabe1), Masahiko Shoji2), Chihiro Hashimoto3), Robert Bernard 

Pansu4) and Hideharu Ushiki5)

) United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo 

University of Agriculture and Technology

) Department of Applied Physics, Tokyo University of Agriculture 

and Technology

) Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Niihama 

National College of Technology

) Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoléculaires 

et Macromoléculaires, UMR  CNRS, D’Alembert Institute

) Institute of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and 

Technology

Received May 17, 2011
Accepted November 15, 2011

Th e contraction process of living Vorticella sp. in polymer solutions 

with various viscosities has been investigated by image processing 

using a high-speed video camera. Th e viscosity of the external 

fl uid ranges from  to  mPa·s for diff erent polymer additives 

such as hydroxypropyl cellulose, polyethylene oxide, and Ficoll. 

Th e temporal change in the contraction length of Vorticella sp. 

in various macromolecular solutions is fi tted well by a stretched 

exponential function based on the nucleation and growth model. 

Th e maximum speed of the contractile process monotonically 

decreases with an increase in the external viscosity, in accordance 

with power law behavior. Th e index values approximate to . and 

this suggests that the viscous energy dissipated by the contraction 

of Vorticella sp. is constant in a macromolecular environment.

Key words: Vorticella sp., image processing, 

high-speed video camera, viscosity, polymer, 

stretched exponential, nucleation and growth, 

microviscosity

Flow birefringence property of desmin fi laments (pp. 21–25)

You Jia1) and Masaaki Kuroda1)

) Department of Biological Science, Faculty of Life and 

Environmental Sciences, Shimane University
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We have investigated the fl ow birefringence property and assembly 

process of desmin, a muscle specific intermediate protein. 

Solution of non-polar desmin fi laments showed birefringence 

when aligned in the sheared fl ow. Th e amount of birefringence 

of desmin fi laments was considerably lower when compared with 

that of F-actin solution. Assembly of desmin from soluble state 

was followed by the birefringence measurements. At any desmin 

concentrations examined, the degree of fl ow birefringence increased 

rapidly just after the addition of the assembly buff er and reached 

a saturated level within  min. Th e time to reach half-maximal 

values of fl ow birefringence slightly but defi nitely depended on the 

initial soluble desmin concentrations. Th e plotting of the initial 

velocity of the assembly against the soluble desmin concentrations 

showed a slope of .. Th is result suggested that the assembly 

process detected by fl ow birefringence measurements followed 

second-order kinetics, and the process corresponded to the second 

step of the three stage model for type III intermediate fi lament 

assembly proposed by Herrmann and his colleagues; the annealing 

of unit length fi laments into fi laments.

Key words: desmin, intermediate fi lament, fl ow birefringence

Rigor of cell fate decision by variable p53 pulses and roles of 

cooperative gene expression by p53 (pp. 41–50)

Yohei Murakami1) and Shoji Takada1)

) Department of Biophysics, Division of Biology, Graduate 

School of Science, Kyoto University

Received August 25, 2011
Accepted December 28, 2011

Upon DNA damage, the cell fate decision between survival and 

apoptosis is largely regulated by p-related networks. Recent 

experiments found a series of discrete p pulses in individual 

cells, which led to the hypothesis that the cell fate decision upon 

DNA damage is controlled by counting the number of p 

pulses. Under this hypothesis, Sun et al. () modeled the Bax 

activation switch in the apoptosis signal transduction pathway that 

can rigorously “count” the number of uniform p pulses. Based 

on experimental evidence, here we use variable p pulses with 

Sun et al.’s model to investigate how the variability in p pulses 

aff ects the rigor of the cell fate decision by the pulse number. Our 

calculations showed that the experimentally anticipated variability 

in the pulse sizes reduces the rigor of the cell fate decision. In 

addition, we tested the roles of the cooperativity in PUMA 

expression by p, fi nding that lower cooperativity is plausible for 

more rigorous cell fate decision. Th is is because the variability in 

the p pulse height is more amplifi ed in PUMA expressions with 

more cooperative cases.

Key words: Apoptosis, cell death, computational biology, 

systems biology

Comparative study of the diff erent mechanisms for zinc ion 

stress sensing in two cyanobacterial strains, Synechococcus sp. 

PCC 7942 and Synechocystis sp. PCC 6803 (pp. 103–109)

Eugene Hayato Morita1)2), Satsuki Kawamoto3), Shunnosuke 

Abe1), Yoshitaka Nishiyama3)4), Takahisa Ikegami5) and Hidenori 

Hayashi2)3)

) Department of Bioresources, Faculty of Agriculture, Ehime 

University

) Venture Business Laboratory, Ehime University

) Cell-Free Science and Technology Research Center, Ehime 

University

) Present Address: Department of Biochemistry and Molecular 

Biology, Graduate School of Science and Engineering, Saitama 

University

) Protein Research Institue, Osaka University

Received December 17, 2011
Accepted May 16, 2012

In response to an increased level of Zn+, Synechococcus sp. PCC 

 expresses SmtA, a metallothionein-like metal-chelating 

protein, while Synechocystis sp. PCC  expresses ZiaA, a 

transporter of Zn+. Th e gene expression of these proteins is 

regulated by repressor protein, SmtB and ZiaR, respectively. In 

spite of contributing to diff erent response systems, both repressor 

proteins belong to the ArsR family and are highly homologous 

to each other. To understand the diff erent systems responsible 

for dealing with excess Zn+, we examined the cis-elements in the 

promoter regions of smtA and ziaA, as well as the binding affi  nities 

of recombinant SmtB and ZiaR proteins. Th e operator/promoter 

region of smtA included two palindromic sequences and that of 

ziaA included one. Electrophoretic mobility shift assay revealed 

that SmtB formed four diff erent complexes with the operator/

promoter region of smtA, whereas it formed only two diff erent 

complexes with the corresponding region of ziaA. For ZiaR, the 

corresponding results were quite the same as those for SmtB. 

Furthermore, the complex formation between SmtB and operator/

promoter regions is inhibited in the presence of Zn+ at higher 

concentrations than  μM. On the other hand, the corresponding 

Zn+ concentration is  μM. Th ese results demonstrate that the 

degrees of protein-DNA complex formation between repressor 

proteins and the operator/promoter regions of regulated genes 

depend on the structures of the operator/promoter regions, and the 

eff ects of Zn+ on the dissociation of these complexes are mainly 

associated with the structures of the repressors.

Key words: Electrophoretic mobility shift assay (EMSA), 

zinc ion binding, transcription factor, 

operator/promoter
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Extraction and purifi cation of a luminiferous substance from 

the luminous mushroom Mycena chlorophos (pp. 111–114)

Shuhei Hayashi1), Ryuichi Fukushima2) and Naohisa Wada1)2)

) Faculty of Life Sciences, Toyo University

) Institute of Regional Vitalization Studies, Toyo University

Received February 22, 2012
Accepted May 18, 2012

Bioluminescence has attracted considerable attention in the area of 

biophysics, primarily because the phenomenon can fundamentally 

be interpreted as the conversion of chemical to light energy. 

Although the molecular mechanisms underlying luminescence 

have been studied extensively in fi refl ies and bacteria, few studies 

have been undertaken in luminous fungi. Th is relative lack of 

information is likely due to the absence of a common and species-

specifi c reaction-type in the luminous fungi examined to date. We 

recently succeeded in extracting, for the fi rst time, a luminiferous 

substance from the fungus Mycena chlorophos. The substance 

was purifi ed and characterized according to its chemical and 

optical properties. It is hoped that this information will facilitate 

the clarification of a novel molecular mechanism in fungal 

bioluminescence systems.

Key words: Biological conversion of chemical energy into light energy, 

Luminiferous fungi, Luciferin-luciferase (L-L) reaction, 

High-performance liquid chromatography (HPLC), 

Active oxygen

Full-Quantum chemical calculation of the absorption maximum 

of bacteriorhodopsin: a comprehensive analysis of the amino 

acid residues contributing to the opsin shift (pp. 115–125)

Tomohiko Hayashi1), Azuma Matsuura2), Hiroyuki Sato2) and 

Minoru Sakurai1)

) Center for Biological Resources and Informatics, Tokyo Institute 

of Technology

) Fujitsu Laboratories, Ltd.

Received May 2, 2012
Accepted June 14, 2012

Herein, the absorption maximum of bacteriorhodopsin (bR) is 

calculated using our recently developed method in which the 

whole protein can be treated quantum mechanically at the level 

of INDO/S-CIS//ONIOM (BLYP/-G(d,p): AMBER). Th e 

full quantum mechanical calculation is shown to reproduce the 

so-called opsin shift of bR with an error of less than . eV. We 

also apply the same calculation for  diff erent bR mutants, 

each of which was constructed by replacing any one of the amino 

acid residues of the wild-type bR with Gly. Th is substitution 

makes it possible to elucidate the extent to which each amino acid 

contributes to the opsin shift and to estimate the inter-residue 

synergistic eff ect. It was found that one of the most important 

contributions to the opsin shift is the electron transfer from 

Tyr to the chromophore upon excitation. We also indicate 

that some aromatic (Trp, Trp) and polar (Ser, Th r) 

residues, located in the vicinity of the retinal polyene chain and the 

β-ionone ring, respectively, play an important role in compensating 

for the large blue-shift induced by both the counterion residues 

(Asp, Asp) and an internal water molecule (W) located 

near the Schiff  base linkage. In particular, the eff ect of Trp is 

comparable to that of Tyr. In addition, Ser and Th r were 

found to contribute to an increase in the dipole moment of bR in 

the excited state. Finally, we provide a complete energy diagram for 

the opsin shift together with the contribution of the chromophore-

protein steric interaction.

Key words: bacteriorhodopsin, retinal, opsin shift, charge transfer, 

INDO/S-CIS

A scoring function based on solvation thermodynamics for 

protein structure prediction (pp. 127–138)

Shiqiao Du1), Yuichi Harano2), Masahiro Kinoshita3) and Minoru 

Sakurai1)

) Center for Biological Resources and Informatics, Tokyo Institute 

of Technology

) Institute for Protein Research, Osaka University

) Institute of Advanced Energy, Kyoto University

Received June 27, 2012
Accepted July 31, 2012

We predict protein structure using our recently developed free 

energy function for describing protein stability, which is focused 

on solvation thermodynamics. Th e function is combined with the 

current most reliable sampling methods, i.e., fragment assembly 

(FA) and comparative modeling (CM). Th e prediction is tested 

using  small proteins for which high-resolution crystal structures 

are available. For  of these proteins, sequence similarities are 

found in the database, and the prediction is performed with CM. 

Fairly accurate models with average Cα root mean square deviation 

(RMSD) ~  . Å are successfully obtained for all cases. For the 

rest of the target proteins, we perform the prediction following FA 

protocols. For  cases, we obtain predicted models with an RMSD 

~  . Å as the best-scored structures. For the other case, the RMSD 

remains larger than  Å. For all the  target proteins, our scoring 

function identifi es the experimentally determined native structure 

as the best structure. Starting from the predicted structure, replica 

exchange molecular dynamics is performed to further refi ne the 

structures. However, we are unable to improve its RMSD toward 

the experimental structure. Th e exhaustive sampling by coarse-

grained normal mode analysis around the native structures reveals 

that our function has a linear correlation with RMSDs < . Å. 

Th ese results suggest that the function is quite reliable for the 
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protein structure prediction while the sampling method remains 

one of the major limiting factors in it. Th e aspects through which 

the methodology could further be improved are discussed.

Key words: protein structure prediction, solvation thermodynamics, 

fragment assembly, homology modeling, 

replica-exchange molecular dynamics, 

coarse-grained normal mode analysis

Virtual states introduced for overcoming entropic barriers in 

conformational space (pp. 139–144)

Junichi Higo1) and Haruki Nakamura1)
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Free-energy landscape is an important quantity to study large-

scale motions of a biomolecular system because it maps possible 

pathways for the motions. When the landscape consists of 

thermodynamically stable states (low-energy basins), which are 

connected by narrow conformational pathways (i.e., bottlenecks), 

the narrowness slows the inter-basin round trips in conformational 

sampling. This results in inaccuracy of free energies for the 

basins. Th is diffi  culty is not cleared out even when an enhanced 

conformational sampling is fairly performed along a reaction 

coordinate. In this study, to enhance the inter-basin round trips 

we introduced a virtual state that covers the narrow pathways. Th e 

probability distribution function for the virtual state was controlled 

based on detailed balance condition for the inter-state transitions 

(transitions between the real-state basins and the virtual state). 

To mimic the free-energy landscape of a real biological system, 

we introduced a simple model where a wall separates two basins 

and a narrow hole is pierced in the wall to connect the basins. Th e 

sampling was done based on Monte Carlo (MC). We examined 

several hole-sizes and inter-state transition probabilities. For a 

small hole-size, a small inter-state transition probability produced 

a sampling effi  ciency  times higher than a conventional MC 

does. Th is result goes against ones intuition, because one considers 

generally that the sampling effi  ciency increases with increasing the 

transition probability. Th e present method is readily applicable 

to enhanced conformational sampling such as multicanonical 

or adaptive umbrella sampling, and extendable to molecular 

dynamics.

Key words: bottleneck, pathway, enhanced sampling, 

multicanonical, adaptive umbrella

Phase dependency of long-term potentiation induction during 

the intermittent bursts of carbachol-induced β oscillation in rat 

hippocampal slices (pp. 173–181)
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Th e rodent hippocampus possesses theta (θ) and beta (β) rhythms, 

which occur intermittently as bursts. Both rhythms are related to 

spatial memory processing in a novel environment. θ rhythm is 

related to spatial memory encoding process. β rhythm is related to 

the match/mismatch process. In the match/mismatch process, rodent 

hippocampus detects a representation matching sensory inputs of 

the current place among the retrieved internal representations of 

places. Long-term synaptic potentiation (LTP) is induced in both 

processes. Th e cholinergic agent carbachol induces intermittent θ 

and β oscillations in in vitro slices similar to in vivo bursts. LTP is 

facilitated during the generation of θ oscillation, suggesting that the 

facilitation of LTP is dependent upon the phases of intermittent 

burst (burst phases) of the oscillation. However, whether this is the 

case for β oscillation has not yet been studied. In the present study, 

LTP-inducing θ-burst stimulation was administered at the diff erent 

burst phases of carbachol-induced β oscillations (CIBO), and 

the synaptic changes were measured at CA-CA pyramidal cell 

synapses (CA synapse) and at CA-CA pyramidal cell synapses 

(CA synapse). At the CA synapse, the largest magnitude of LTP 

was induced at the late burst phases of CIBO. At the CA synapse, 

LTP was induced only at the late burst phases. Modulation of 

LTP was suppressed when CIBO was blocked by the application 

of atropine at both synapses. Th e results suggest that the bursts of 

hippocampal β rhythm can determine the optimal temporal period 

for completing with the match/mismatch process.

Key words: hippocampus, β rhythm, novelty, 

match/mismatch process, learning
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The power stroke model was criticized and a model was 

proposed for muscle contraction mechanism (Mitsui, ). Th e 

proposed model was further developed and calculations based 

on the model well reproduced major experimental data on the 

steady fi lament sliding (Mitsui and Ohshima, ) and on 

the transient phenomena (Mitsui, Takai and Ohshima, ). 

In this review more weight is put on explanation of the basic 

ideas of the model, especially logical necessity of the model, 

leaving mathematical details to the above-mentioned papers. A 

thermodynamic relationship that any models based upon the 

sliding fi lament theory should fulfi ll is derived. Th e model which 

fulfi lls the thermodynamic relationship is constructed on the 

assumption that a myosin head bound to an actin fi lament forms 

a complex with three actin molecules. In shortening muscles, the 

complex moves along the actin fi lament changing the partner 

actin molecules with steps of about . nm. Th is process is made 

possible through cooperative interaction among crossbridges. Th e 

ATP hydrolysis energy is liberated by fraction at each step through 

chemical reactions between myosin and actin molecules. Th e 

cooperativity among crossbridges disappears in length-clamped 

muscles, in agreement with experimental observations that the 

crossbridge produces force independently in the isometric tetanus 

state. Th e distance of the head movement per ATP hydrolysis 

cycle is expected to be about . nm or a few times of it under 

the condition of the in vitro single head experiments. Calculation 

results are surveyed illustrating that they are in good agreement 

with major experimental observations.

Key words: muscle stff ness, force-velocity relation, 

energy liberation rate, isometric tension transient, 

isotonic velocity transient

Mechanical unfolding studies of protein molecules (pp. 51–58)
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Atomic force microscopy (AFM) enables the pick up of a single 

protein molecule to apply a mechanical force. Th is technique, 

called “force spectroscopy,” provides unique information about 

the intermediates and free energy landscape of the mechanical 

unfolding of proteins. In this review, we introduce the AFM-

based single molecule force spectroscopy of proteins and describe 

recent studies that answer some fundamental questions such as 

“is the mechanical resistance of proteins isotropic?”, “what is the 

structure of the transition state in mechanical unfolding?”, and “is 

mechanical unfolding related to biological functions?”

Key words: protein folding, dynamic force spectroscopy, 

free energy landscape, ϕ-value analysis, 

single-molecule measurement

Coordinated regulation of multiple fl agellar motors by the 

Escherichia coli chemotaxis system (pp. 59–66)
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Escherichia coli cells swim toward a favorable environment by 

chemotaxis. The chemotaxis system regulates the swimming 

behavior of the bacteria by controlling the rotational direction 

of their flagellar motors. Extracellular stimuli sensed by 

chemoreceptors are transduced to an intracellular signal molecule, 

phosphorylated CheY (CheY-P), that switches the rotational 

direction of the fl agellar motors from counterclockwise (CCW) to 

clockwise (CW) or from CW to CCW. Many studies have focused 

on identifying the proteins involved in the chemotaxis system, and 

fi ndings on the structures and intracellular localizations of these 

proteins have largely elucidated the molecular pathway. On the 

other hand, quantitative evaluations of the chemotaxis system, 

including the process of intracellular signaling by the propagation 

of CheY-P and the rotational switching of fl agellar motor by 

binding of CheY-P molecules, are still uncertain. For instance, 

scientifi c consensus has held that the fl agellar motors of an E. coli 
cell switch rotational direction asynchronously. However, recent 

work shows that the rotational switching of any two diff erent 

motors on a single E. coli cell is highly coordinated; a sub-second 

switching delay between motors is clearly correlated with the 

relative distance of each motor from the chemoreceptor patch 

located at one pole of the cell. In this review of previous studies 

and our recent fi ndings, we discuss the regulatory mechanism 

of the multiple fl agellar motors on an individual E. coli cell and 

the intracellular signaling process that can be inferred from this 

coordinated switching.

Key words: signal transduction, rotary motor, bacteria, CheY, receptor
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) Department of Applied Physics, School of Engineering, Tohoku 

University

) School of Frontier Bioscience, Osaka University

) Department of Applied Chemistry, School of Engineering, Th e 

University of Tokyo

) Department of Molecular Biosciences, Faculty of Life Sciences, 

Kyoto Sangyo University
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Th e fl uctuation theorem (FT), which is a recent achievement 

in non-equilibrium statistical mechanics, has been suggested to 

be useful for measuring the driving forces of motor proteins. As 

an example of this application, we performed single-molecule 

experiments on F

-ATPase, which is a rotary motor protein, in 

which we measured its rotary torque by taking advantage of FT. 

Because fl uctuation is inherent nature in biological small systems 

and because FT is a non-destructive force measurement method 

using fl uctuation, it will be applied to a wide range of biological 

small systems in future.

Key words: motor protein, fl uctuation, 

non-equilibrium statistical mechanics

Chemomechanical coupling of F
1
-ATPase under hydrolysis 

conditions (pp. 73–78)

Rikiya Watanabe1) and Hiroyuki Noji1)

) Department of Applied Chemistry, School of Engineering, Th e 

University of Tokyo

Received January 13, 2012
Accepted March 15, 2012

F

-ATPase (F


) is the smallest rotary motor protein that couples 

ATP hydrolysis/synthesis to rotary motion in a highly reversible 

manner. F

 is unique compared with other motor proteins because 

of its high effi  ciency and reversibility in converting chemical 

energy into mechanical work. To determine the energy conversion 

mechanism of F

-ATPase, we developed a novel single-molecule 

manipulation technique with magnetic tweezers and determined 

the timing of P
i
 release, which was the last unknown piece of 

the chemomechanical coupling scheme of F

. Th e established 

fundamental chemomechanical coupling scheme provides evidence 

to explain the high reversibility between catalysis and mechanical 

work.

Key words: F
1-ATPase

, single-molecule biophysics, mechanochemistry, 

magnetic tweezers

mDia1 and formins: screw cap of the actin fi lament (pp. 95–102)

Hiroaki Mizuno1) and Naoki Watanabe1)

) Laboratory of Single-Molecule Cell Biology, Tohoku University 

Graduate School of Life Sciences

Received March 2, 2012
Accepted April 9, 2012

Formin homology proteins (formins) are actin nucleation factors 

which remain bound to the growing barbed end and processively 

elongate actin fi lament (F-actin). Recently, we have demonstrated 

that a mammalian formin mDia rotates along the long-pitch 

helix of F-actin during processive elongation (helical rotation) by 

single-molecule fl uorescence polarization. We have also shown 

processive depolymerization of mDia-bound F-actin during which 

helical rotation was visualized. In the cell where F-actins are highly 

cross-linked, formins should rotate during fi lament elongation. 

Th erefore, when formins are tightly anchored to cellular structures, 

formins may not elongate F-actin. Adversely, helical rotation of 

formins might aff ect the twist of F-actin. Formins could thus 

control actin elongation and regulate stability of cellular actin 

fi laments through helical rotation. On the other hand, ADP-actin 

elongation at the mDia-bound barbed end turned out to become 

decelerated by profi lin, in marked contrast to its remarkably 

positive eff ect on mDia-mediated ATP-actin elongation. Th is 

deceleration is caused by enhancement of the off -rate of ADP-

actin. While mDia and profi lin enhance the ADP-actin off -

rate, they do not apparently increase the ADP-actin on-rate at the 

barbed end. Th ese results imply that G-actin-bound ATP and its 

hydrolysis may be part of the acceleration mechanism of formin-

mediated actin elongation.

Key words: formin homology protein, single-molecule, 

fl uorescence polarization, ATP hydrolysis, 

fi lament twist and stability

Mechanistic insights from the recent structures of the CRM1 

nuclear export complex and its disassembly intermediate 

(pp. 145–150)

Masako Koyama1) and Yoshiyuki Matsuura1)2)

) Division of Biological Science, Graduate School of Science, 

Nagoya University

) Structural Biology Research Center, Graduate School of Science, 

Nagoya University

Received October 1, 2012
Accepted October 16, 2012

CRM (also known as exportin  or Xpo) is the most versatile 

nuclear export receptor (exportin) that carries a broad range of 

proteins and ribonucleoproteins from the nucleus to the cytoplasm 

through the nuclear pore complex. Th e majority of the export 

substrates of CRM contain a short peptide sequence, so-called 

leucine-rich nuclear export signal (NES), which typically harbor 

four or fi ve characteristically spaced hydrophobic residues. Th e 

transport directionality is determined by the small GTPase Ran 

and Ran-binding proteins that control the binding and dissociation 

of cargo. Here we review recent structural studies that advanced 

understanding of how NES is specifi cally recognized by CRM in 

the nucleus, and how NES is rapidly dissociated from CRM in 

the cytoplasm.
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Key words: CRM1, Ran, nuclear export signal, nuclear pore, 

RanBP1

Proposed model for the fl agellar rotary motor with shear stress 

transmission (pp. 151–162)

Toshio Mitsui1) and Hiroyuki Ohshima2)

) Takarazuka, Hyogo

) Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science

Received July 4, 2012
Accepted September 28, 2012

Most bacteria that swim are propelled by fl agellar fi laments, 

which are driven by a rotary motor powered by proton fl ux. Th e 

motor consists of the rotor and the stator. Th e stator consists of 

about  MotA-Mot B complex. Th ere seems to be no defi nite 

information about the structure between the rotor and the 

stator, and it is examined whether the experimental data can be 

explained based upon the following assumptions. (a) Th ere is 

viscoelastic medium between the rotor and the stator. (b) MotA-

MotB complex has an electric dipole moment and produces shear 

stress in the electric fi eld by a proton in the channel. Calculation 

results based upon these assumptions are in good agreement with 

the following experimental observations. () One revolution of the 

fl agellar rotation consists of a constant number of steps. () Th e 

rotation velocity of the rotor is proportional to the transmembrane 

potential diff erence. () When the rotational velocity of a fl agellum 

is changed by adjusting the viscosity of the outer fl uid, the torque 

for the cell to rotate a fl agellum is practically constant but sharply 

decreases when the rotational velocity increases over a critical value. 

() Th e rotation direction remains the same when the sign of the 

electrochemical potential gradient is reversed. () Th e cell produces 

constant torque to rotate the fl agellum even when the cell is rotated 

by externally applied torque. () A simple switch mechanism is 

proposed for chemotaxis.

Keywords: viscoelasticity, electric fi eld by a proton in channel, 

torque-velocity relation, 

irreversibility of fl agellar motor, 

switch mechanism for chemotaxis

Self-oscillating gels beating like a heart muscle (pp. 163–172)

Ryo Yoshida1)

) Department of Materials Engineering, School of Engineering, 

Th e University of Tokyo

Received October 1, 2012
Accepted October 18, 2012

So far stimuli-responsive polymer gels and their application to 

smart materials have been widely studied. On the other hand, as a 

novel biomimetic gel, we developed gels with an autonomous self-

oscillating function like a heart muscle, which was fi rstly reported 

in . We designed the self-oscillating polymers and gels by 

utilizing the oscillating reaction, called the Belousov-Zhabotinsky 

(BZ) reaction. Th e self-oscillating polymer is composed of a 

poly(N-isopropylacrylamide) network in which the catalyst for 

the BZ reaction is covalently immobilized. In the presence of the 

reactants, the polymer gel undergoes spontaneous cyclic swelling–

deswelling changes without any on–off  switching of external 

stimuli. Potential applications of the self-oscillating polymers and 

gels include several kinds of functional material systems, such as 

biomimetic actuators and mass transport surface. In this review, 

recent progress on the polymer gels is introduced.

Key words: Polymer gels, Self-oscillation, Biomimetics, 

Belousov-Zhabotinsky reaction

Databases and Computer Programs

GIRAF: a method for fast search and fl exible alignment of 

ligand binding interfaces in proteins at atomic resolution 

(pp. 79–94)

Akira R. Kinjo1) and Haruki Nakamura1)

) Institute for Protein Research, Osaka University

Received January 30, 2012
Accepted April 3, 2012

Comparison and classifi cation of protein structures are fundamental 

means to understand protein functions. Due to the computational 

difficulty and the ever-increasing amount of structural data, 

however, it is in general not feasible to perform exhaustive all-

against-all structure comparisons necessary for comprehensive 

classifications. To efficiently handle such situations, we have 

previously proposed a method, now called GIRAF. We herein 

describe further improvements in the GIRAF protein structure 

search and alignment method. The GIRAF method achieves 

extremely effi  cient search of similar structures of ligand binding 

sites of proteins by exploiting database indexing of structural 

features of local coordinate frames. In addition, it produces refi ned 

atom-wise alignments by iterative applications of the Hungarian 

method to the bipartite graph defi ned for a pair of superimposed 

structures. By combining the refi ned alignments based on diff erent 

local coordinate frames, it is made possible to align structures 

involving domain movements. We provide detailed accounts for 

the database design, the search and alignment algorithms as well as 

some benchmark results.

Key words: protein structure comparison, relational database, 

Hungarian algorithm, protein-ligand interaction
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『生物物理』投稿規程

日本生物物理学会 機関誌「生物物理」は，会員向
けの日本語総説誌として生物物理学分野を概観するこ
とによって，学問分野の推進をはかるとともに，会員
間の学術交流を行うことを目的として刊行する．
本学会の会員のみが本誌に投稿できる．ただし投稿

原稿の採否は，査読に基づき会誌編集委員会で決定す
る．査読の結果として，編集方針の観点に基づき，会
誌編集委員会が修正を依頼したり，掲載をしない決定
をすることがある．なお，掲載された著作物の著作権

は本学会に帰属するものとする．投稿は電子投稿ある
いは郵送による．投稿原稿には会員番号を明記する．
投稿の詳細については執筆要項Ⅳを参照のこと．
【原稿送付先・投稿に関する問い合わせ先】
〒 602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル
中西印刷（株）内　『生物物理』誌　編集室
TEL: 075-441-3155　
FAX: 075-417-2050

E-mail: biophys@nacos.com

執筆要項

I．全体を通しての心得

1. 標題・抄録は工夫して，できるだけ簡潔で魅力あ
るものにする．

2. 著者とは異なる分野の研究者や修士課程の大学院
生などにも読み通せることを念頭に置く．

3. 論理の本筋を明快にし，少数の例外や枝葉にはと
らわれない．

4. 著者とは異なる分野の読者になじみのない専門
用語をできるだけ避け，必要な場合には説明をつ
ける．

5. 専門分野の異なる読者が理解しにくいような図
を，原著からそのまま使用することは避ける．

6. 図表の説明文は和文で作成する．
7. 引用文献を厳選する．
8. 以下に記す“著者の成果”とは，査読付き科学雑
誌に著者の名前で掲載されたものを指す．

II．原稿の種別と字数（字数には図，文献なども含む．
図の分量の換算法は III-1を参照）

1．巻頭言（1000字以内）
生物物理学会が直面している問題など．

2．解説（図，文献，プロフィールを含めて 13200字
（= 2200字 × 6頁）以内）
ヘテロな分野の集まりである生物物理学会において分
野間の相互理解を深めるための原稿として，著者の専
門分野の歴史・背景・現状・興味の焦点・近い将来の
問題を平易な表現で解説する（著者の成果を中心とす
る概説は解説ではなく総説扱いとする）．解説原稿の作
成にあたって，特に次の点に留意する．

A. 専門分野の異なる会員，初学者などの幅広い読者
を意識し，厳密さを多少犠牲にしてもわかりやす
い表現に努める．

B. できるだけ概念的特徴をとらえたイラストなどを工
夫して挿入する．必要に応じてカラーの図版を掲載
することを推奨する（費用に関してはIII.-7を参照）．

また引用文献は，30編以内とする．

3．総説（図，文献，プロフィールを含めて 8800字
（= 2200字 × 4頁）以内）
広い範囲の会員に興味のある内容について，著者の成
果を中心に，研究の背景や準備的な説明などから説き
起こし，最近の進展・今後の課題までを概説する．専
門分野の異なる会員にも理解しやすいよう，焦点を絞
り，わかりやすく表現するよう留意する．
また引用文献は，20編以内とする．

4．トピックス（図，文献，プロフィールを含めて
4400字―6600字（= 2200字 × 2または 3頁）以内）
最近の重要な研究のなかから，なるべく広い範囲の会
員に興味のある話題を取り上げて紹介する．ここは専
門外の会員に最近の問題について大まかな内容・意義
を伝えるもので，原著論文の発表の場ではない．内容
については次の 2種類が考えられる．いずれにしても
歴史的背景も手短に書く．
A. 最近の著者の成果を含めた内容（総説的）
B. 国際的観点からその分野での重要な問題（解説的）
また引用文献は，10編以内とする．

5．理論 /実験 技術（図，文献，プロフィールを含め
て 8800字（= 2200字 × 4頁）以内）
広い範囲の会員にとって興味のある理論・モデル・実
験技術や計算手法などについて，その原理と実行上の
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問題点，それが貢献する生物物理学の分野などを明ら
かにする．
また引用文献は，10編以内とする．

6．ひとくふう（図，文献，プロフィールを含めて
4400字（= 2200字 × 2頁）以内）
ある実験や解析の目的のための有効なひとくふう・コ
ツ，普通の論文には書かれていない内容など，をわか
りやすく解説する．
また引用文献は必ずしも必要ないが，引用する場合に
は 10編以内とする．

7．談話室（図，文献，プロフィールを含めて 4400

字（= 2200字 × 2頁）以内）
A. 会員にとって興味ある話題
 上記 1-6の原稿種別のいずれにも分類されないも
ののうち，会員が広く興味をもちそうな話題につ
いて紹介する．

B. シンポジウム報告
 内外で開催された国際会議のうち，特に生物物理
学に関して重要で，広く一般会員に興味をもたれ
るもの．定型的情報を簡潔にまとめ，主観・印象
を盛り込み，会議の話題や雰囲気を伝え，また専
門外の読者にも楽しめる記事．

C. 研究室紹介
 生物物理関係で最近注目されている研究室・研究
機関を一般会員に紹介する．できるだけ多くの会
員に興味をもたれるものに限る．

また引用文献は必ずしも必要ないが，引用する場合に
は 10編以内とする．

8．書籍紹介・書評（1000字以内）
生物物理学の特定の分野を学ぶために読むべき書籍の
紹介や書評など．

9．エコー（1000字以内）
学会に対する意見，要望，提案，本誌記事に対する意
見，本誌編集に対する意見，会員への呼びかけなど．

III．原稿の書き方

原稿の書き方は，以下の規定に従うものとする．

1．原稿字数
原稿種別ごとに指定されたテンプレートを利用して原稿
を作成する．原稿字数には引用文献，図・表，プロ
フィールなどが含まれる．テンプレートは学会ホーム

ページの投稿規程にリンクされているので，そこからダ
ウンロードする（http://www.biophys.jp/pub/submitJ.html）．
図・表はそれぞれ以下の換算法に基づいて計算する．
A. 1段幅（横幅 8 cm）の場合， 

 文字数 = 高さ（cm） × 48字
B. 2段幅（横幅 17 cm）の場合， 

 文字数 = 高さ（cm） × 96字
なお，説明文は高さ（cm）に含めて換算する．ただ
し，以上は概算なので，この換算法で指定字数以内で
あっても，図の大きさなどによっては図の削除や本文
の短縮を依頼することがある．

2．標題・執筆者名（和文・英文）
原稿第 1ページの最初に論文標題・所属機関の日本語
正式名称・執筆者名と，第 1ページの下段に英文標
題・ローマ字書き執筆者名・所属機関の英語正式名称
を入れる．
日本語標題が 20文字を超える場合は，20文字以内の
ランニングタイトルをつける（表紙，ヘッダーに記載
するため）．

3．Abstract・Key words・和文要旨・用語解説
解説・総説原稿には英文 Abstract・Key wordsおよび和
文要旨をつける．英文 Abstractは 100語以内で簡潔に
記述し，その後に，6個以内の Key words（英文）をつ
ける．和文要旨については，目次に掲載するため，別
紙に内容をアピールするよう 150字以内で簡潔に記述
する．また，文中の専門用語の解説（100字程度）を
依頼することがある．

4．プロフィール
解説・総説・トピックス・理論 /実験 技術の原稿に
は，執筆者全員のプロフィールを 1部添付する．それ
ぞれの現職・略歴・研究内容を簡潔にまとめ，末尾に
連絡先住所・E-mailアドレスをつける．また，執筆者
の顔写真（スナップ可）を縦 2.5 cm × 横 2 cmで掲載
する．余白が少ないときは，代表者のみの写真に限る
ことがある．
ひとくふう・談話室の執筆者については，全員の現
職・連絡先住所・E-mailアドレスを原稿に明記する．
なお，どの執筆者についても，研究室などの URLを
掲載できる．希望者は明記すること．

5．文字・文体
A． 文体は口語文章体とし，できるだけ平易な表現に
する．本文の区分けは適当な記号をもって，大見
出し，小見出しなどで明瞭にする．
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B． 術語以外はなるべく「常用漢字」を用い，かなは
「現代かなづかい」とする．術語はなるべく以下
の「学術用語集（文部科学省編）」および各専門
の辞典などを参考にし，外国語の使用はできるだ
け避ける．

 学術用語集 化学編 増訂 2版：
文部省，日本化学会（南江堂発売）

C． 外国の人名・地名などはその国の文字あるいは英
字を用いる．

D． 動植物名はカタカナ，学名はイタリック英字とする．
 例 ： ヒト，ナタマメ，Charonia lampas, Neurospora
E． 外国語表記の場合，固有名詞，ドイツ語名詞など
以外の頭文字は小文字とする．

F． 字体の指定は，出力紙に赤字で示す．（郵送の場合）
a） 使用度の少ない方の英字に次の記号をつける．
ローマン（立体）は  または立体
イタリック（斜体）は 　　　 またはイタ
ゴチック（太文字）は 　　　 またはゴチ
例 ： 原稿 印刷
 
 nucleic acid nucleic acid

 nucleic acid nucleic acid
 nucleic acid nucleic acid

b） 英字と誤りやすいギリシャ文字は「ギ」，ド
イツ文字は「ド」と出力紙に赤字で指定する．

 例 ： β, γ, ε, η, κ, ν, ρ, τ, ω, ü, ö

6．文献
A． 引用文献（URL，特許なども含む）は本文中の引
用順に通し番号をつけ，一括して本文の末尾に通
し番号順に掲げる．本文中には引用箇所の右肩に
右片カッコをつけた数字で示す．本文中に記載す
る場合，人名は姓のみとし 2名以上の場合日本語
では「ら」，英語では「et al.」をつけ第 2著者以
降を省略する．

B． 末尾に記載する引用文献は次の要領による．共著
の場合，2名まではコンマ区切りで “and”を用い
ず併記し，3名以上は筆頭著者のみ引用して，日
本語では「ら」，英語では「et al.」をつけ，第 2

著者以降を省略する．欧文雑誌の略号は Chemical 

Abstractsによる．和文雑誌の略号は用いない．
a） 雑誌の場合

 1） 奥　寛雅ら （2009） 生物物理 , 11-14.

 2) Consden, R. et al. (1994) Biochem. J. , 

224-230.

b） 著書の場合
 6） 赤堀四郎 (1942) アミノ酸及蛋白質，

pp. 158-195，共立出版，東京．

c） 編著の場合
10） 江上不二夫，竹村彰祐 (1953) 蛋白質化

学（赤堀四郎，水島三一郎編）, , pp. 612-

650，共立出版，東京．
11） Brown, G. B., Roll, P. M. () Th e Nucleic 

Acids (Chargaff , E., Davidson, J. N., eds.) , 

pp. -, Academic Press Inc., New York.

d) 特許の場合は以下の順に記載
特許出願人名．（発明者名．）発明の名称．特
許文献の番号など．公開特許公報などの発行
の日付．
例 ：  文部科学省研究振興局長．廃プラスチッ
ク選別機．特許第3752522号．2006-03-08．

7．図・表・写真
A． 図・表・写真などはできるだけ鮮明なものを送付
すること．また，カラー図版の使用も可能である
が，カラー図版の使用に関わる費用は，著者の負
担とする．ただし，「解説」では ,カラーページ
1ページまでは，編集委員会の負担とする．費用
は，白黒図版からの超過分，1ページあたり
10万円である（カラー点数は何点でもよい）．カ
ラー図版を希望する場合は入稿時にその旨明記す
ること．なお，オンライン版にはカラー図版や動
画を無料で掲載できる．希望者はファイル形式な
どを編集室に問い合わせること．

B． 図・表キャプションは和文とする．
C． 図・表はできる限りオリジナルなものを使用する．
他の文献から転載する場合は，III.-12.に従うこと．

D． 図・表にはそれぞれ通し番号を付け，本文中の引
用は番号による．表の注は表の下に入れる．ま
た，図や表が複数の部分を含むとき，a）b）c）…
とサブラベルをつける．

E． 写真は図として扱う．
F． 図を手書きする場合は，白紙または単色のトレー
ス紙に黒インクで鮮明に描く．

G． 図は原則として 1段幅（幅 81 mm）に縮小する
ので，図中の文字などはこれを考慮した大きさに
すること．横長の図の場合，2段幅（幅 172 mm）
に調整する場合もある．なお，原稿を提出する前
に文字などの見やすさを確認すること．

8．数字・数式
A． 数字は原則としてアラビア数字を使用する．
B． 変数・関数を表す文字はイタリック体とする．
C． 文章中に数式を挿入する場合は x/a, a/(b + c)のよ
うにし，文章中でないものは次のようにする．
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x
a-------　　　　

a
b c+
-----------

D． 文章中に指数関数を挿入する場合，expを用いる．
 例 ： exp(−x2) 

9．単位および記号
A． 原則として国際単位系（SI）を用いる．
B． 数量単位記号は国際的に慣用されているものを用
いる．

C． 量記号の使用はなるべく国際物理学連合・国際化
学連合の規定に従う．

D． 質量数は元素記号の左肩に付ける．

10．物質名
物質名は原則として略号を用いないが，必要に応じて
用いる場合には，文中で初出の際に（　）で示す．

11．校正
原則として著者校正は原稿つけあわせで 1回行う．校正
刷の段階での加筆・修正は進行を非常に遅らせ，出版
費を増加させるので，印刷の誤り以外の修正をしない．
この段階で，読みやすさの観点から，編集室・会誌編
集委員から，軽微な修正の依頼をすることがある．

12．引用
やむを得ず他の文献から図・表・文章などを転載する
場合は，投稿前に著作権所持者の許可を得ること．そ
の際に，著作権所持者が要求する出典の記載法に従
い，必要な情報を原稿中にいれること．なお，原稿入
稿時にその許可書のコピーを編集室に送ること．な
お，自著の場合でも発行者（学会など含む）の許可を
得ること．また，引用に関わる経費は，原則として著
者が負担するものとする．

13．電子付録（Supplement）
ページ数の制限で入れることのできなかった補足説
明，印刷紙面では扱えない動画，コストの制限で掲載で
きなかったカラー図や写真を，電子付録（Supplement）
として解説文を添えてOnlineで掲載することができる．
詳細は編集室（biophys@nacos.com）に問い合わせること．

IV．投稿方法

1．査読用原稿の送り方
A． 電子投稿の場合

a） 文字原稿と図表は，III-1.原稿の書き方に従っ
て作成し，ファイルを電子メールの添付ファ

イルとして送付する（宛先：編集室 biophys@

nacos.com）．図については，査読に耐えうる
程度の解像度（200 dpi）で保存する．なお，
1メールあたり 10 MB以内の容量に収める．
受理後，最終原稿として IV.-2.に定めるデータ
形式で高解像度データの入稿をお願いする．

b） 転載許可書は直筆サインもしくは印鑑が必要
となるため，スキャンして PDFファイルにし
添付するか，別途 FAXあるいは郵送すること．

B． 郵送の場合
a） 文字原稿と図表を IV-2に従って作成し，
ファイルを電子媒体（CD，DVDなど，使用
ソフトを記入）に入れて郵送する．その際，
ハードコピーを 4部添付する．

b） 手書きの図，紙焼きの写真など，ファイルで
はなく実物を使用するものは，オリジナルの
他にコピーを 3部添付する．

2．最終原稿データの作成法
テンプレートに，指示されているフォーマットにした
がって文字原稿，図・表，引用文献，プロフィールな
どを挿入し，最終原稿とする．最終原稿データの送付
はメールあるいは郵送で行う．
なお，図・写真・表は編集室でレイアウトしなおすの
で，1点ずつ個別のファイルにする．
A． 表について
 Microsoftワード，Microsoftエクセルまたはテキ
スト形式が望ましい．

B． 図・写真について
 図・写真は，高解像度のもので，PS，EPS，AI，

PDFなどの形式とし，自動的にデータ圧縮され
る JPEG，TIFF，BMPなどは好ましくない．ポン
チ絵（概要図）などは PPTなどで作成し，その
まま送付する．

 写真の場合：
 ・グレースケール 256階調
 ・100%で 300 dpi以上（縮小する場合は，縮小
率 × 300 dpi =解像度となるので注意）

 線画の場合：
 ・モノクロ 2値
 ・100%で 1200 dpi以上（縮小する場合は，縮小
率 × 1200 dpi =解像度となるので注意）

不明な点は編集室（biophys@nacos.com）に問い合わせ
ること．

詳細は学会ホームページ（http://www.biophys.jp/）を
参照のこと． （2012. 4. 7施行）



068

生物物理学会運営委員会
難波啓一（大阪大学大学院生命機能研究科）／ keiichi@fbs.osaka-u.ac.jp .......................................................................................会長
石島秋彦（東北大学多元物質科学研究所）／ ishijima@tagen.tohoku.ac.jp

 .......................................................................................副会長，出版委員長，年会担当，ホームページ，賞・助成金選考委員長
有坂文雄（東京工業大学大学院生命理工学研究科）／ farisaka@bio.titech.ac.jp ....副会長，男女共同参画・若手問題検討委員長
神取秀樹（名古屋工業大学大学院工学研究科）／ kandori@nitech.ac.jp .......................................................広告，庶務，出版（欧）
須藤雄気（名古屋大学理学研究科）／ z47867a@cc.nagoya-u.ac.jp ...................................................................................................庶務
高田彰二（京都大学理学研究科）／ takada@biophys.kyoto-u.ac.jp ...........................................................経理，将来計画，物理学会
高橋　聡（東北大学多元物質科学研究所）／ st@tagen.tohoku.ac.jp ...........................................................................経理，年会担当
瀧ノ上正浩（東京工業大学大学院総合理工学研究科）／ takinoue@dis.titech.ac.jp .......................................................................書記
出村　誠（北海道大学先端生命科学研究院）／ demura@sci.hokudai.ac.jp .............................................................................年会担当
寺北明久（大阪市立大学大学院理学研究科）／ terakita@sci.osaka-cu.ac.jp ....................................出版（邦），将来計画（法人化）
永井健治（大阪大学産業科学研究所）／ ng1@sanken.osaka-u.ac.jp .............................................広告，物理学会，外交・国際交流
根岸瑠美（東京工業大学大学院生命理工学研究科）／ lnegishi@bio.titech.ac.jp ................................................書記，ホームページ
野地博行（東京大学大学院工学研究科）／ hnoji@appchem.t.u-tokyo.ac.jp .............................................企画啓蒙，外交・国際交流
林久美子（東北大学工学研究科）／ kumiko@camp.apph.tohoku.ac.jp .....................................................................................企画啓蒙
政池知子（学習院大学理学部物理学科）／ tomoko.masaike@gakushuin.ac.jp .................................男女共同参画担当，広告，庶務
南野　徹（大阪大学大学院生命機能研究科）／ tohru@fbs.osaka-u.ac.jp ..................................................................選挙，出版（邦）
村上　緑（名古屋大学大学院理学研究科）／ midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp ..........................................出版（欧），ホームページ

平成 25年度「BIOPHYSICS」誌編集委員会
石渡信一（早稲田大学理工学術院物理学科）／ ishiwata@waseda.jp ...................................................................................編集委員長
老木成稔（福井大学医学部医学科）／ oiki-fki@umin.ac.jp ...............................................................................................副編集委員長
河村　悟（大阪大学大学院生命機能研究科）／ kawamura@fbs.osaka-u.ac.jp

安永卓生（九州工業大学大学院情報工学研究院）／ yasunaga@bio.kyutech.ac.jp

水上　卓（北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科）／ mizukami@jaist.ac.jp

石森浩一郎（北海道大学大学院理学研究院）／ koichiro@sci.hokudai.ac.jp

桑島邦博（自然科学研究機構岡崎総合バイオサイエンスセンター）／ kuwajima@ims.ac.jp

小松崎民樹（北海道大学電子科学研究所）／ tamiki@es.hokudai.ac.jp

片岡幹雄（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）／ kataoka@ms.naist.jp ......................................................ABA委員
神取秀樹（名古屋工業大学大学院工学研究科）／ kandori@nitech.ac.jp .................................................................出版担当運営委員
村上　緑（名古屋大学大学院理学研究科）／ midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp ........................................................出版担当運営委員

平成 25年度ホームページ編集委員会
由良　敬（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科）／ yura.kei@ocha.ac.jp ...................................................編集委員長
千見寺浄慈（名古屋大学大学院工学研究科）／ chikenji@tbp.nuap.nagoya-u.ac.jp

北尾彰朗（東京大学分子細胞生物学研究所）／ kitao@iam.u-tokyo.ac.jp

和沢鉄一（東北大学大学院工学研究科）／ wazawa@material.tohoku.ac.jp

石島秋彦（東北大学多元物質科学研究所）／ ishijima@tagen.tohoku.ac.jp ..............................................ホームページ担当運営委員
根岸瑠美（東京工業大学大学院生命理工学研究科）／ lnegishi@bio.titech.ac.jp ....................................ホームページ担当運営委員
村上　緑（名古屋大学大学院理学研究科）／ midori@bio.phys.nagoya-u.ac.jp ........................................ホームページ担当運営委員
高田彰二（京都大学理学研究科）／ takada@biophys.kyoto-u.ac.jp .....................................................................オブザーバー（経理）
相沢智康（北海道大学大学院先端生命科学研究院）／ aizawa@mail.sci.hokudai.ac.jp ...................................................オブザーバー

賛 助 員会

賛助会員は以下の通りです．

（株）エー・イー企画
キヤノン（株）下丸子 F棟技術資料センター　 
嶋田紀子

共立出版（株）
CRIMSON INTERACTIVE PVT. LTD.

彩’s　FACTORY
（株）ジオナ
（財）阪大微生物病研究会
（株）成茂科学器械研究所
（株）菱化システム科学技術システム事業科学部



本学会の連絡先は下記の通りです．
1．会長室
 〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-3
 大阪大学大学院　生命機能研究科内
 TEL 06-6879-4625　FAX 06-6879-4652　
 E-mail bpsjp@biophys.jp
2．正会員（学生会員を含む），機関会員および賛助会員の入会，退会，
会費納入，住所変更などの手続き，会誌発送

 〒 113-0033 東京都文京区本郷 5-29-12-906
 中西印刷株式会社東京事務所内　日本生物物理学会事務支局
 TEL 03-3816-0738　FAX 03-3816-0766　E-mail bsj@nacos.com
3．会誌の広告
 〒 101-0051 千代田区神田神保町 3-2-8
 昭文館ビル 3F　株式会社エー・イー企画
 TEL 03-3230-2744　FAX 03-3230-2479
4．学会ホームページニュース欄の原稿（無料および有料），その
他学会の運営に関すること

 〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-3
 大阪大学大学院　生命機能研究科内
 TEL 06-6879-4625　FAX 06-6879-4652　
 E-mail bpsjp@biophys.jp
5．学会誌の編集に関連する業務（投稿を含む）
 〒 602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル
 中西印刷株式会社内　日本生物物理学会編集室
 TEL 075-441-3155　FAX 075-417-2050
6．日本生物物理学会の wwwホームページ
 http://www.biophys.jp
本誌記事の動物実験における実験動物の扱いは，
所属機関のルールに従っています．

複写される方へ
本会は下記協会に複写に関する権利委託をしていますので，本誌に掲載された著作物を
複写したい方は，同協会より許諾を受けて複写して下さい．但し（社）日本複写権センター
（同協会より権利を再委託）と包括複写許諾契約を締結されている企業の社員による社内
利用目的の複写はその必要はありません．（社外頒布用の複写は許諾が必要です．）
権利委託先：（社）学術著作権協会
 〒 107-0052　東京都港区赤坂 9-6-41　乃木坂ビル
 TEL 03-3475-5618 FAX 03-3475-5619　E-mail: info@jaacc.jp
なお，著作物の転載・翻訳のような，複写以外の許諾は，学術著作権協会では扱ってい
ませんので，直接発行団体へご連絡ください．
また，アメリカ合衆国において本書を複写したい場合は，次の団体に連絡して下さい．
 Copyright Clearance Center, Inc.
 222 Rosewood Drive, Danvers, MA01923　USA
 TEL　1-978-750-8400　　FAX　1-978-646-8600
Notice for Photocopying
If you wish to photocopy any work of this publication, you have to get permission from 
the following organization to which licensing of copyright clearance is delegated by the 
copyright owner.
 ＜ All users except those in USA ＞
 Japan Academic Association for Copyright Clearance, Inc. (JAACC)
 6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
 TEL 81-3-3475-5618　FAX 81-3-3475-5619　E-mail: info@jaacc.jp
 ＜ Users in USA ＞
 Copyright Clearance Center, Inc.
 222 Rosewood Drive, Danvers, MA01923 USA
 TEL 1-978-750-8400　FAX 1-978-646-8600

編集発行 日本生物物理学会
制作 中西印刷株式会社編集室
 〒 602-8048　京都市上京区下立売通小川東入ル
 TEL 075-441-3155　FAX 075-417-2050
デザイン　齋藤知恵子

Vol.53 No.1（通巻 305号）　2013年 1月 25日発行

中村春木 （大阪大学蛋白質研究所）／ harukin@protein.osaka-u.ac.jp ..............................................................................編集委員長
原田慶恵 （京都大学物質―細胞統合システム拠点（iCeMS））／ harada.yoshie.4r@kyoto-u.ac.jp ..........................次期編集委員長
池上貴久 （大阪大学蛋白質研究所）／ tiik@protein.osaka-u.ac.jp

今元　泰 （京都大学大学院理学研究科）／ imamoto@rh.biophys.kyoto-u.ac.jp

北原　亮 （立命館大学薬学部）／ ryo@ph.ritsumei.ac.jp

澤井　哲 （東京大学大学院総合文化研究科）／ cssawai@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

十川久美子（東京工業大学大学院生命理工学研究科）／ ksogawa@riken.jp

湊元幹太 （三重大学大学院工学研究科）／ tsumoto@chem.mie-u.ac.jp

秋山修志 （自然科学研究機構分子科学研究所）／ akiyamas@ims.ac.jp

岡田康志 （理化学研究所生命システム研究センター）／ y.okada@riken.jp

城所俊一 （長岡技術科学大学生物系）／ kidokoro@nagaokaut.ac.jp

夏目季代久（九州工業大学大学院生命体工学研究科）／ natume@brain.kyutech.ac.jp

林　重彦 （京都大学大学院理学研究科）／ hayashig@kuchem.kyoto-u.ac.jp

村田武士 （千葉大学理学研究科）／ t.murata@faculty.chiba-u.jp

南野　徹 （大阪大学大学院生命機能研究科）／ tohru@fbs.osaka-u.ac.jp ............................................................出版担当運営委員
寺北明久 （大阪市立大学大学院理学研究科）／ terakita@sci.osaka-cu.ac.jp ........................................................出版担当運営委員

生物物理会誌編集委員

生物物理編集地区委員
寺本　央 （北海道大学電子科学研究所）／ teramoto@es.hokudai.ac.jp ............................................................................北海道地区
中村修一 （東北大学大学院工学研究科）／ naka@m.tohoku.ac.jp ........................................................................................東北地区
田端和仁 （東京大学大学院工学系研究科）／ kazuhito@nojilab.t.u-tokyo.ac.jp ...................................................................関東地区
古寺哲幸 （金沢大学理工研究域バイオ AFM先端研究センター）／ nkodera@staff .kanazawa-u.ac.jp ..............................北陸地区
太田元規 （名古屋大学大学院情報科学研究科）／ mota@is.nagoya-u.ac.jp .........................................................................中部地区
寺北明久 （大阪市立大学大学院理学研究科）／ terakita@sci.osaka-cu.ac.jp ........................................................................関西地区
山下敦子 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）／ a_yama@pharm.okayama-u.ac.jp ..........................................中国・四国地区
水野大介 （九州大学高等研究機構）／ mizuno@phys.kyushu-u.ac.jp ....................................................................................九州地区





㈱ニコン　インステック No. 305-1

㈱菱化システム No. 305-2

オリンパス㈱ No. 305-3

日本電子㈱ No. 305-4

和光純薬工業㈱ No. 305-5

大陽日酸㈱ No. 305-6

※ 直接連絡される場合には，必ず「生物物理を見て」とお付け加え下さい．

生物物理　2月号　Vol. 53　No. 1　 広告　INDEX



＜資料請求番号  305-4＞

M G M T. S Y S.
R v A  C 0 2 4 R v A  C 4 2 5

ISO 9001 & 14001 REGISTERED FIRM

M G M T. S Y S.

ISO 9001 & ISO 14001 認証取得Serving Advanced Technology

http://www.jeol.co.jp/
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

薄膜
ディッシュ

光学
顕微鏡

薬品投与等

試料

反射電子薄膜

検出器

ASEM

大気

真空ASEM※：Atmospheric SEM

真空から大気へ
大気圧下の試料をASEM※で観察できます。

電子と光の融合
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
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。

大 気 圧 走 査 電 子 顕 微 鏡

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/
http://www.jeol.co.jp/
http://www.aeplan.co.jp
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http://wako-chem.co.jp/siyaku/jutaku/jutaku_service/index_02.htm
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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。

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

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

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。

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

アミノ酸・ケト酸
●L-Amino Acids (13C, 15N, d)
●Algal Amino Acids (13C, 15N, d)
●α-Keto Acids (13C, d)

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

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

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。

無細胞くん® SI SS

無細胞くん® SI

製品番号 製品名 数量 希望納入価格（円）

A42-0075 アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N,d 1mL 35,000

A91-0128 アミノ酸混合物水溶液-Lys,Arg-UL-13C,15N 1mL 20,000

A92-0129 アミノ酸混合物水溶液-Lys,Leu-UL-13C,15N 1mL 20,000

A108-0145 アミノ酸混合物水溶液-SeMet 1mL ご相談

製品番号 製品名 数量 希望納入価格（円）

A107-0144 アミノ酸混合物水溶液-UL-d 1mL ご相談

A39-0072 アミノ酸混合物水溶液-UL-15N 1mL 15,000

A41-0074 アミノ酸混合物水溶液-UL-15N,d 1mL 18,000

A40-0073 アミノ酸混合物水溶液-UL-13C,15N 1mL 30,000

無細胞くん用 安定同位体標識アミノ酸

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

製品番号 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

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。

Ras（Y32W）タンパク質の1H, 15N-HSQCスペクトル

BPTI プロテアーゼインヒビター 1H-15N HSQCスペクトル

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

※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。
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E49F33
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DNAの不規則で柔軟な収納原理
脂質膜の構造形成の粗視化シミュレーション
交通流と翻訳過程
細胞内 ATP制御の可視化
質量分析イメージングによる植物組織の観察
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ビッグデータ時代に向けた PDB

バイオ・ラマン研究の効きどころ

305
2013

年
　

Vol.53 N
o.1（

305
号
）

http://www.olympus.co.jp
http://www.olympus.co.jp
http://www.olympus.co.jp

	目次
	巻頭言
	ヒトゲノムDNAの不規則で柔軟な収納原理
	脂質膜の構造形成の粗視化シミュレーション
	交通流と翻訳過程
	細胞内ATPの分布とダイナミクス，その制御
	飛行時間型2次イオン質量分析法による植物組織の分子レベル観察
	立体構造から見たクロマチンリモデリング因子ISW1aの分子動作機構
	超高磁場NMRを用いた糖脂質クラスター上におけるAβの構造研究
	Gタンパク質共役型受容体の活性構造
	モータータンパク質が駆動するマイクロデバイス設計のための微小管滑り運動のシミュレーション
	走査型イオン伝導顕微鏡とその生物応用
	ビッグデータ時代に向けたProtein DataBank（PDB）の取り組み
	バイオ・ラマン研究の効きどころ最先端光計測とライフサイエンスの近未来―バイオ・ラマン2017研究会報告
	支部だより
	若手の声
	海外だより
	用語解説
	書評
	書評／編集後記
	平成26・27 年度学会委員選挙候補者の推薦について
	第2 回BIOPHYSICS 論文賞の公募
	Abstracts from BIOPHYSICS
	『生物物理』投稿規程
	BIOPHYSICSについて
	㈱ニコン　インステック
	㈱菱化システム
	オリンパス㈱
	日本電子㈱
	和光純薬工業㈱
	大陽日酸㈱

	目次に戻る: 


