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矢印の向こう側に
あるもの

巻／頭／言

071

研究室配属の時期が近いため，時おり学生さんが研究室の見学

にやってくる．聞くと，どんなことをやりたいのかよくわからな

い，という人が多い．「先生はどうやって研究室を決めたんです

か？」と聞かれることもたびたびである．

実は私も，その頃は自分が何をやりたいのか，よくわからな

かった．そもそも，不勉強で研究への志もそれほどなかった私

は，学科の先生方がどのような研究をしているのかよく知らず，

さらには，研究とは何かさえ，理解していなかった．

ある日，いつものようにぼんやり生化学の講義を聞いていたの

だが，気づくと内容にどんどん引き込まれていた．それは脂肪酸

合成酵素に関する講義で，各反応段階を触媒する複数の酵素（触

媒ドメイン）群の複合体として存在するため，多段階反応を効率

よく触媒できる，というものであった．教科書には，各触媒ドメ

インを丸で表し，集合して順々に反応を触媒する様子が模式図で

描かれていた．私はすっかり興奮した．私がそれまでに見た化学

反応は，基質と生成物が単に矢印で結ばれているばかりであっ

た．矢印の向こう側には，その化学反応を説明できる，これほど

巧妙な仕組みがあったとは！　しかも，その仕組みを，調べて明

らかにした人がいるなんて！

それから私は，研究室見学にその教科書を携えて行き，脂肪酸

合成酵素のページを見せて，「こんな研究がしたいのですが…」

と尋ねて歩いた．しかしどの先生も首を傾げ，「こんな研究」を

している研究室はわからず，そのうち，脂肪酸合成酵素のこと

は，忘れてしまった．

その後，あるきっかけで構造生物学に携わる機会を得た．その

研究の中で，何かを知る大きな喜びを知り，いつしか，学生のと

きには考えもしなかった研究の道に進んでいた．今年，久しぶり

に大学に戻り，学生時代に使ったものから版の進んだ生化学の教

科書を手に取った．そこには，当時は模式図だった脂肪酸合成酵

素が，リボンモデルの立体構造として載せられていた．今にして

思う．あの頃私が知りたかった「こんな研究」の 1つの答えは，

矢印の向こう側にある，模式図のさらに向こう側にある，生体分

子の立体構造を知り，そこからその分子のかかわる生命反応のメ

カニズムを知ることであったことを．

この世には，まだ矢印で繋がれただけの現象がたくさん残って

いる．その矢印の向こう側に豊かな世界が広がっていることを知

るこの仕事は，なんと素敵なのだろう．これから学生さんにも，

それぞれの分野の観点から，矢印の向こう側を垣間見られる機会

があるとよいのだが．もちろん，私自身ももっと！

山下敦子，Atsuko YAMASHITA

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科，教授
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悼追

なデータを取得し，細胞のはたらきを明らかにされて
きました．なかでも，研究に用いた主な方法は，マイ
クロ操作（マイクロマニピュレーション）というもの
です．ガラスの細い針を用いて，細胞内に薬品，精子
などを導入し，あるいは細胞内から細胞質や核を吸い
出したり，細胞を部分的に吸い付けたりして，細胞に
何が起こるかをみるものです．
この方法は先生が所属した東京大学生理学教室に鎌
田武雄教授，木下治雄教授と伝統的に伝わる方法で，
マイクロ操作機さえあれば，簡単に実験ができますと
は先生の口癖でした．しかしながら，実践してみる
と，なかなかうまくはいかないものです．
先生の代表的な研究成果は，1956年に発表されて

います．染色体を分離する役割の分裂装置を細胞から
吸い出して，分裂装置のない細胞を作り，それでもな
お細胞質分裂が起こることを発見されました．この研
究が発表されるまでは，分裂装置の星状体から放射状
に伸びている星糸が細胞表面を引き込み，細胞をくび
れ切るという説が有力でした．ところが，先生の研究
以後，細胞質分裂では，細胞中央部分より細胞表面付
近の役割が注目されるようになりました．そして，こ
の業績がもとで，日本動物学会賞を受賞されました．
さらにその後，1965年にも，細胞内に大量のオイル
を注射して，分裂装置を細胞の片隅に追いやる，細胞
内に海水やショ糖液を注射して分裂装置を壊してしま
うなどしても，なお細胞質分裂が起こるというだめ押
し的な実験も行われました．
引き続いて，細胞質分裂のしくみを解明するため
に，細胞の力学的性質について研究されました．特
に，細胞をくびれ切る表面付近のゲル状構造（はっき
りした境界はないが，この部分を表層という）につい
て，数多くの研究をされてきました．以下に，その例
をいくつか挙げます．表層の厚さを測定して，分裂中
の表層が厚いことや，赤道部分の表層が厚くなること
を発見されました．磁性体粒子や金粒子を細胞内に導
入し，その移動速度などから細胞質の硬さを調べ，細
胞内部の構造より表層が非常に硬いことを確かめられ
ました．2本の針を分裂溝の内側に差し込み，分裂溝
が進行していくときにできる針のたわみから分裂溝が
出す力を測定したり，細胞内に注射した磁性流体が細
胞質分裂とともにくびれることと，細胞質と磁性流体

生物物理 53（2），074-075（2013）

平本幸男先生を偲んで

浜口幸久
東京工業大学院生命理工学研究科

平本幸男先生は去る 10月 30日に 86歳で亡くなら
れました．先生は 1926年神奈川県に生まれ，東京大
学理学部動物学科を卒業後，大学院に進み，特別研究
生となられました．1952年に東京大学助手に，引き
続き，講師，助教授になられ，1971年まで東京大学
理学部附属臨海実験所で，研究に没頭されました．そ
の後，東京工業大学に教授として移られ，1987年に，
名誉教授として定年で退官されました．その間 1981

年からは，基礎生物研究所の客員教授を兼担され，定
年退官と同時に退職されました．さらに，放送大学教
授として，10年間，教育研究に励まれ，1997年に公
職から退かれました．
先生のご専門は動物細胞生理学で，生きている細胞

のダイナミックな活動を調べて，生命活動を定量的に
明らかにするという分野でした．研究材料として，は
じめのうちは筋肉を使われていましたが，臨海実験所
にお勤めという地の利を活かして，ウニを中心に，卵
細胞を使っておられました．先生は研究において，独
創的でアイデアあふれる方法を考案し，予想もつかな
い現象を発見しながら，一方では，着実な方法で精密

故　平本幸男先生
（1926～ 2012）
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との界面張力から分裂溝が出す力を測定したりされま
した．圧迫法，着滴法，吸引法などにより，細胞が変
形する様子から細胞表層の硬さやそれの出す力を測定
されました．このような研究がその後の収縮環の発見
や，収縮環のアクチンやミオシンの発見につながりま
した．
後年は，超高感度，超高解像度光学顕微鏡を製作す

ることにより，細胞機能を研究することを目標にして
おられました．その 1つは，高感度偏光顕微鏡を改良
して，細胞内の微小部分の複屈折量を定量化できるも
のでした．細胞内では，微小管のような繊維状構造が
集まって複屈折性の結晶構造を作るので，この顕微鏡
を使って，光学顕微鏡で見えない細い微小管の量（数
や長さ）を測ることができました．また，超高感度顕
微鏡を作り，発光タンパク質イクオリンの出す光で，
細胞内の Caイオン濃度を可視化することに力を注が
れました．特に，ウニ，メダカ，カエル卵の受精時の
Caイオン濃度の増加を可視化したり，分裂中の Caイ
オン濃度の変化を調べたりされました．
放送大学を退職されても，研究に対する意欲は衰え

ず，2002年に日本発生生物学会，日本細胞生物学会の
合同大会では，「新しいマクロインジェクションの方
法」というタイトルで，発表をされていました．タイ
トルからわかるとおり，マイクロ操作法に対する新し
い工夫で，論文にしたいというお話でした．しかし，
その直後にご病気で言葉を失われて，未発表のままと
なりました．このことは私どもに大変，心残りです．
私は東京工業大学で，1972年助手として就職して

から先生の定年まで，ご一緒させていただきました．
先生にとっては，1981年から 7年ほどは東京工業大
学と愛知県岡崎市の基礎生物学研究所との兼担で，大
変お忙しい時期でした．たまたま，ご一緒に基礎生物
学研究所に出張するときでも，新幹線の中で，一生懸
命に仕事をされていた様子が目に浮かびます．
また，紫綬褒章を定年退官直前に受章されました．
その折りの先生を紹介する新聞記事の見出しは「ミク
ロの手術師」で，じつにうまい表現だと感じました．
1997年には勲章も授けられています．本文に掲載し
たお写真は叙勲時のものを使わせていただきました．
平本先生のご冥福を心からお祈りします．

車中で，Begg博士（左），Guerrier博士（中央）と議論中の平本
先生（1982年頃） 学生実験で指導中の平本先生（1984年）
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1.
 はじめに

2001年に UCSFの Dötschらのグループは，生きた
大腸菌中の蛋白質の 2次元 1H-15N HSQCスペクトル
を測定し，この手法を in-cell NMRと名づけた 1)．筆
者らは，in-cell NMRを「生きた細胞の中での生体高
分子の異種核多次元 NMR」と定義している．それま
でも生体試料に対する NMR測定（in vivo NMR）は行
われてきたが，その標的となる分子は代謝産物などの
低分子が主であった．

Dötschらの報告から既に 10余年が経過したが，当
初の手法としての新規性に対する興味ではなく，現在
では「実際にどのような新しいことがわかるか」とい
う点が注目されるようになってきたと思う．
細胞内環境とその中の蛋白質の動態についてはまだ

十分に理解できているわけではなく，また細胞内環境
を詳細に解析できる方法も限られている．その中で
in-cell NMRは，細胞内の蛋白質動態を原子分解能で
解析できる唯一の測定手段であり，その存在意義は大
きい．
これまでに in-cell NMRが報告してきた事象 2)には

（手法の確立期には当然のことではあると思うが）「試
験管内（in vitro）の現象が細胞内（in-cell）においても
同様に観察できた」的なものも多かった．私たちの細
胞内蛋白質の立体構造解析の試み 3), 4)でも，2例まで
解析が進んだ現在までの結論は，①フレキシブルな

ループ領域は in-cellと in vitroで異なる立体構造をとっ
ている可能性が示唆されるが，②少なくとも単一ドメ
インで構造がしっかりしている蛋白質は in-cellであっ
ても，in vitroとほぼ同一の立体構造を持つ可能性が高
いというものである（残念ながら！）．しかし，in-cell

と in vitroで蛋白質のふるまいが明らかに異なること
を示唆する論文もいくつか報告されており，それらは
構造生物学者のみならず生命科学の様々なフィールド
の研究者の興味をかきたてているようである．
そのような in-cell NMRの研究成果の中で最も注目

されているものが，2009年に京都大学の猪股らに
よって報告された，「細胞内蛋白質のフォールディン
グの不安定化」であろう 5)．
細胞内の様々な分子が混み合って存在している状態
を，macromolecular crowding

6)と呼ぶが，これまでの常
識では，細胞内環境では蛋白質のフォールディングは
安定化されると考えられていた．蛋白質の nativeな状
態は立体構造が最もコンパクトに折りたたまれている
と考えられる．細胞内では蛋白質が他の高分子と近接
して存在しているために，排除体積効果と呼ばれる現
象によって，最もコンパクトな立体構造が安定化され
るという考えである 7)．排除体積効果は，一般に大き
く “crowding”と “confi nement”の 2つに分類されて定式
化されている．ここで言う “crowding”は，対象分子が
他の分子から排除される分子同士の効果であり，
“confi nement”とは多数の巨大な crowder分子，もしく
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は細胞内のネットワーク構造によって生み出される狭
い空間の中に，対象分子が閉じ込められたと仮定した
際の効果である．2つの効果は関連しており，その定
義の境界は曖昧であるが，理論モデルにおける自由エ
ネルギーは個々に定式化されている 8)．こうした排除
体積効果は，標的蛋白質試料に，例えば溶解度の高い
ポリビニルピロリドン（PVP）などの合成高分子を高
濃度で加えることによって in vitroで解析されてきてお
り，実際に蛋白質のフォールディングが安定化された
という知見が得られていた 9)-12)．猪股らの結果は，そ
の定説を覆す新たな仮説の提案でありセンセーショナ
ルなものとなった．今回はこの macromolecular crowd-
ingの下での蛋白質の安定性に関する新しい展開につ
いて，猪股らの研究結果を概説し，筆者らのグループ
による 15N核の緩和解析結果に言及しつつ，この問題
についてその後に報告された試験管内でのモデル実
験，および計算科学的な研究を紹介したい．

2.
 HeLa細胞の in-cell NMRから得られた知見

猪股らは，HeLa細胞などを用いて高分解能な in-cell 
NMRスペクトルの測定に成功し Nature誌に報告し
た 5)．その中で彼らは，細胞内の蛋白質のフォール
ディング安定性について極めて興味深い実験結果を報
告している．
この報告の中で，フォールディング安定性を解析す

る指標となったのが，ペプチド鎖主鎖アミド水素の交
換である．アミド水素は溶媒である水と容易に交換す
るが，立体構造を構築する際に水素結合を形成した
り，蛋白質の中心部にあって溶媒と容易に接触できな
い場合には，交換速度が遅くなる．NMRを用いたア
ミド水素核と水との交換速度の解析のための手法とし
ては様々な方法が提案されている．その中で，蛋白質
内部の比較的交換が遅い領域については，2次元の
1H-15N相関スペクトル（例えば 1H-15N HSQC）を繰
り返して経時的に測定することで，1H核と 2H核の交
換（H-D交換）を調べる方法が，またループ領域な
どの比較的交換が速い領域では，CLEANEX-PM 13)と
いった専用の NMR実験を行う方法が一般的である．
猪股らの実験のスキームを図 1aに示した．まず，

アミド基を含めて均一に 2H/15N標識したユビキチン
（以下 Ubと略）試料を作製し，HeLa細胞に導入した．
そして，一定時間インキュベートしたのち，低 pHの
バッファー中で細胞を破砕し，H-D交換をクエンチ
させて 1H-15N HSQC測定を行い，細胞質中でアミド
2H核が 1H核に置換されていく過程を経時的に調べ

た．アミド 2H核が 1H核に置換されていく過程につ
いては，密にフォールドした状態から部分的に構造が
緩むと，その結果アミド 2H核が周囲の水分子の 1H
核と交換するというモデルが考えられる．実験の結
果，比較対象のために測定した in vitroの実験に比べ
て，HeLa細胞中では 2H→ 1Hの交換速度が 15-22倍
に上昇していることが明らかになった（図 1b）．交換
速度が上昇している残基は蛋白質表面付近に限らず，
蛋白質の疎水的コア領域を含む全領域に及んでいるこ
とから，ここで観測されたアミド水素の交換速度の上
昇は蛋白質全体に及ぶ効果によると考えられる．ま
た，同様の交換実験を HeLa細胞の細胞質粗抽出液を
用いて行った結果，交換速度の上昇は観測されなかっ
たことから，この現象は生きた細胞内環境に由来する
ことが示唆された．この HeLa細胞を用いた Ubの in-
cell NMR実験の際には，Ubの濃度は～20-30 M程度
と報告されている．Ubは細胞内で比較的多く発現し
ているため，in-cell NMRデータは Ubの生理的条件か
ら大きく逸脱しない状況で観測されたと考えられる．
従って，この知見は，実際に細胞内で起こっているも
のである可能性が高い．
猪股らはさらにこの現象と Ubの細胞内での機能と
の関連を検証するために，特異的相互作用を著しく減
じた変異体 Ub（Ub-3A）を用いて実験を行った．Ub-3A
は，様々な Ub結合蛋白質との相互作用領域に 3つの

図 1  

（a）HeLa細胞を用いた細胞内蛋白質の D→ H交換実験の模式図．
2
H/

15
N均一標識された標的蛋白質は細胞導入用に cell penetrating 

peptide (CPP)-tagを付加され，HeLa細胞に導入される．一定時間
後細胞を破砕・抽出し，NMRシグナルの増大を測定する．（b）ア
ミド 2

H核が 1
H核へ交換していく過程のモデル．
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アラニンへの点突然変異（L8A，I44A，V70A）を導入し
たものである．HeLa細胞中で同様の交換実験を行っ
たところ，アミド水素の交換速度が野生型の in-cell 
NMR実験に比べて 30-60%程度に低下することがわ
かった．
これらの実験から，猪股らは① Ubの立体構造

（フォールディング）は細胞内環境で不安定化されて
いる，②その効果の一部は Ub結合蛋白質との特異的
相互作用による，③ Ubの非特異的相互作用も寄与し
ている，という考察をしている．
蛋白質のフォールディングは，親水的な残基が表面

を向き，疎水的な残基がコアを形成することによって
安定化されると考えられている．Ubは多くの Ub結
合蛋白質と表面のその疎水的領域で相互作用してい
る．従って Ubの特異的な相互作用で蛋白質のフォー
ルディングが若干不安定化されることはありうること
である．また，非特異的な相互作用としては，細胞質
内の様々な分子や構造体との相互作用が考えられる．

3.
 15N核の緩和解析からのアプローチ

私たちのグループでは，大腸菌中で発現させた蛋白
質の立体構造解析を行い，同時に主鎖アミド基 15N核
の緩和解析結果も報告していた 3)．猪股らの知見を受
けて，大腸菌中でも蛋白質のフォールディングの不安
定性を示すような動的性質の知見が得られるかどうか
実験を行った．大腸菌の in-cell NMR実験では HeLa
細胞で行ったような交換実験に相当する実験を行うの
は困難である．その理由は，仮に大腸菌を重水培地中
で培養し，重水素化した蛋白質を発現させ，ある時点
で軽水培地に交換しても，軽水が大腸菌内部に到達す
るのに時間がかかってしまうためである．15N核の緩
和解析は，蛋白質が持つ様々なタイムスケールの運動
の存在を明らかにすることができる手法である．そこ
で，「細胞内蛋白質のフォールディングの不安定化」
を，15N核の緩和解析を通じて，蛋白質主鎖のダイナ
ミクス変化として定量化することを期待し，解析を開
始したわけである．
生きた大腸菌内の高度好熱菌 TTHA1718遺伝子産
物のデータと in vitroのデータを比較すると，in-cell
データの方が，縦緩和時間（T1）が増大し，横緩和時間
（T2）が著しく減少していた（図 2a-d）．図 2eには in 

vitroと in-cellの 15N核の緩和パラメータを理論曲線上
に示した．In vitroのデータから推定される分子全体の
回転相関時間（c）は，TTHA1718の分子量を反映し
た妥当な値（～3.5 ns）となっており，かつ全てのデー

タ（それぞれのアミノ酸残基についての T1と T2の交
点）は，H-Nベクトルの運動性の指標であるオーダー
パラメータ（S2）が S2 < 1.0以内に収まっている．一方，
in-cellデータを見てみると，cは 13 ns付近と推定され
るが，Debye-Stokes-Einstein則によると，cと細胞質内
の粘性（数倍と推定）は比例関係にあるため，これも
妥当な範囲と考えられる．しかし，データは S2 > 1.0
の領域に分布しており，何らかの原因で T1もしくは
T2が実際の値よりも小さい値で観測されていること
が考えられた．

In-cell NMR試料は in vitro試料と比較すると著しく
不均一であり，そのために T2緩和時間が小さく観測
されている可能性はある．しかし，猪股らのHeLa細胞
の知見を考慮すると，大腸菌内のT2は化学交換を反映
している可能性も考えられた．そこで，R2 dispersion

実験 14), 15)およびTROSY selected spin-echo実験 16)を

図 2  

T.thermophilus HB8 TTHA1718遺伝子産物の主鎖アミド 15
N核の緩

和解析．In-cell（a）および in vitro（b）における T
1緩和時間，お

よび in-cell（c）および in vitro（d）における T
2緩和時間のプロット．

測定は in-cell，in vitroともにリジン選択的 15
N標識試料を用い，

1次元の 1
H-

15
N相関実験を行った．図中におおよその緩和時間を

記してある．（e）in-cellおよび in vitroでの T
1，T

2緩和時間を理論
曲線上にプロットしたもの．図中の等高線は様々な回転相関時間
における S

2
 = 0.8および S

2
 = 1.0の値を示しており，等高線上の

数値は回転相関時間である．In-cellおよび in vitroの実験データは
それぞれ楕円で囲み，区別して示した．
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行って，T2緩和に対する交換の効果 Rexを見積もるこ
とを試みた．R2 dispersion実験では感度の問題から解
析可能なデータを取得することはできなかったが，
TROSY selected spin-echo実験では（まだ予備的な結果
ではあるが）Rexは 5 Hz以内と予想外に小さい値が得
られた．

R2 dispersion実験や TROSY selected spin-echo実験で
見積もることができる交換過程のレンジは 0.3-10 ms
程度であり 17)，もっとゆっくりとした交換過程が存在
していることも考えられたが，CLEANEX-PM実験で
十分な感度が得られず，検証はできていない．
今後は，大腸菌を用いた解析に加えて，HeLa細胞
で種々の 15N緩和解析を行い，フォールディング安定
性に関する猪股らの知見の裏付けを模索するべきであ
ろう．しかし，標的蛋白質の細胞内濃度が（大腸菌試
料に比べて）著しく低く，R2 dispersion実験，TROSY 
selected spin-echo実験，CLEANEX-PM実験では困難が
予測される．例えばアミノ酸選択的 15N標識試料を用
いた 1次元 NMRベースの解析を行うなどのアプロー
チが必要となってくる．

4.
 蛋白質の crowderによる試験管内の解析

続いて，「細胞内蛋白質のフォールディングの不安
定化」に関連して最近報告された論文をいくつか紹介
したい．

Pielakらのグループは in-cell NMRの草創期から様々
な報告を行っている．その中には，intrinsically disor-
dered proteins（IDPs）の 1つである FlgMが in vitroと
in-cellでは 1H-15N HSQCスペクトルが大きく異なるこ
とを発見し，この in-cellのスペクトルは in vitro試料
へのグルコースやbovine serum albumin（BSA）の添加で
ある程度再現できることを示した報告もある 18)．彼ら
は，macromolecular crowdingを起こす試薬（crowder）を
用いて，細胞内を模倣した環境での蛋白質の挙動を調
べているが，crowderとして合成高分子を用いた場合
と蛋白質を用いた場合では蛋白質のフォールディング
安定性に与える影響が異なるということを 2011年に
報告している 19)．この中で彼らは，15N標識した barley 
chymotripsin inhibitor 2（CI2）を用い，猪股らと同様に
H-D交換速度を測定することでフォールディング安
定性の変化を調べている．
結論を言うと，crowderとしてポリビニルピロリド
ン（PVP）を用いた場合（100 g/L, PVP-40）では，CI2の
フォールディング安定化の傾向がみられ，crowderとし
てBSA（100 g/L）やリゾチーム（100 g/L）といった蛋白

質を用いた場合には，CI2の多くの領域で H-D交換
速度の上昇が観測され，フォールディングの不安定化
に寄与していた（図 3）．BSAは分子量 66Kで pIは 4.7，
リゾチームは分子量 15Kで pIは 11.0であり，フォー
ルディング不安定化と crowderとして加えた蛋白質の
分子量や pIとの相関が無いことから，彼らはこの蛋
白質性 crowderによる不安定化効果が一般的なもので
あると結論づけている．また，（詳細は省略するが）
T1緩和速度（R1）と T2緩和速度（R2）の積を指標に
して行った解析で，BSA，リゾチームとも非特異的な
相互作用の存在が示唆され，かつリゾチームの方がよ
り顕著であることが示されている．さらに，彼らは非
特異的相互作用の中で静電的な相互作用が大きな役割
を果たしているのではないかと考察している．その根
拠は，CI2に蛋白質性の crowderが存在しない条件で
塩を加えると H-D交換が若干促進されるのに対して，
蛋白質性の crowderが存在する条件では，塩によって
H-D交換が逆に抑制されるという結果が得られたか
らである．塩を加えれば CI2と蛋白質性 crowderとの
静電的相互作用が弱まり，結果として不安定化効果が
減じたという解釈である．
もちろん，これらの結論は CI2以外の様々な蛋白質
について，BSAやリゾチームに加えてもっと多数の異
なった物理的性質を持つ蛋白質を crowderとして用い
て同様の実験を行うことで検証されなければならな
い．Ubと Ub結合蛋白質の特異的相互作用では疎水
的相互作用が大きな寄与をしていたように，蛋白質に
よっては，静電的相互作用よりも疎水的相互作用が支
配的なケースも存在するのではないかと考えられる．

図 3  

試験管内の H/D交換実験によって明らかになった，蛋白質性の
crowderによるフォールディング不安定化効果．PVP添加によっ
て蛋白質主鎖アミド水素の交換速度は低下するのに対し，BSAと
リゾチームの添加はアミド水素の交換速度を上昇させる．フォー
ルディング不安定化の効果はBSAよりもリゾチームの方が大きい．
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いずれにせよ，彼らが描いた，細胞質中に存在する無
数の蛋白質が非特異的相互作用を介してお互いに
フォールディングを不安定化させるという描像は，十
分説得力があるように思われる．

5.
  計算科学による蛋白質性 crowderの効果の検証

Feigと杉田は，Pielakらの蛋白質性 crowderを用いた
in vitro実験の結果を踏まえ，分子動力学シミュレー
ション（MD）を用いて，crowding効果の詳細な検証を
行っている 20)．これまでの分子シミュレーションによ
る macromolecular crowdingの解析は，そのほとんどが
crowderや目的蛋白質をかなり単純化したモデルとし
て取り扱う粗視化MDを用いていたため，crowderと
目的蛋白質との相互作用や，その周辺の水分子の正確
な動態まではうまく再現できなかった．一方で，Feig

と杉田は，TIP3P水モデルを用いた全原子MDによる
大規模計算により原子レベルでの詳細な解析を行って
いる．Pielakらの報告では，crowderとして BSAとリ
ゾチームを別々に用いた際には，リゾチームを
crowderとした方が CI2をより不安定化させるという
結果（図 3）であった．Feigと杉田のMD計算の結果
によると，リゾチームは BSAに比べてより密に CI2

とコンタクトしており，この強い相互作用がリゾチー
ムを crowderとした際に CI2の構造の不安定化をより
大きく引き起こしていると考察している．
加えて彼らは，蛋白質性 crowder存在下では蛋白質

周辺の水分子の分布や運動性も大きく異なるというシ
ミュレーション結果を報告している 21)．ここでは，
crowderとなる蛋白質分子の体積が 3%と 30%の系で
は，蛋白質周辺の水分子の水和構造がかなり異なる点
と，水分子の拡散も異なるために水の誘電率が大きく
下がりうる点を示唆している．室温での水の誘電率は
おおよそ 80程度であるが，30%の crowder存在下で
は 56程度，さらに crowderの濃度が 50%程度の場合
は蛋白質表面近くでは 5-20程度まで下がると予想し
ている．この誘電率の低下は，蛋白質の疎水性相互作
用を弱める一方で，蛋白質内部の水素結合と塩橋を強
めるために，蛋白質の疎水性コアを不安定化させる効
果と，2次構造を一層安定化させる効果の相反する 2

つの効果を生みだし，結果的には全体構造を不安定化
させると考察している．この場合，例えば αヘリッ
クスは，ヘリックス内部の水素結合は強まる一方で疎
水性の側鎖は溶媒に露出する傾向を示すため，より伸
長した構造をとりやすくなると予想している．こうし
た説明は，猪股らの細胞内での蛋白質構造の不安定化

を説明する 1つの仮説の候補となり得る．
こうした単純化したモデルのシミュレーションから
導かれる macromolecular crowdingの影響の理論的知見
が，はるかに複雑な生きた細胞内ではどの程度起こっ
ているのか，蛋白質の立体構造や機能にどのように影
響するのか，今後の検証実験が期待される．

6.
 おわりに

今回紹介した研究を総合し，細胞内環境における蛋
白質動態の描像は図 4のようになるのではないか．
まず，特異的な相互作用によって，蛋白質の動態は
大きく影響を受けているであろう．猪股らの報告から
は，少なくとも Ubの構造不安定化については，疎水
的な特異的相互作用が約 50%程度寄与していると考
えられる．
続いて非特異的な効果であるが，第 1に従来から提
唱されている排除体積効果がある．この効果は，前述
のように，一般に“crowding”と“confi nement”という2つ
の効果に分けて考えられている 8)．この2つの効果は，
結果的に最もコンパクトな native構造の形成を促進す
ると考えられているが，フォールディング速度や構造
の安定性，複合体構造のとりやすさ等へのそれぞれの
効果の寄与の大きさはかなり複雑であり，実験（理論）
やモデル（crowderの性質，種類，濃度など）にも非
常に敏感なため，まだ普遍的理解には至っていない．
第2に，Feigと杉田らの計算科学的な解析から示唆さ
れた蛋白質の周囲の誘電率の低下が，全体構造の不安
的化に寄与している可能性がある．少なくとも筆者ら
の理解ではこの効果は新しく提唱されたものであり，
今後実験科学的に研究されていくものと思われる．
これに加えて，周囲に密に存在する蛋白質との非特
異的相互作用が，構造不安定化に寄与していると考え

図 4 
細胞内環境における蛋白質の立体構造・ダイナミクス・安定性に
影響を与える効果．
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られる．この効果は相互作用によって，最もコンパク
トな native構造とは異なる，表面積の大きい伸びた構
造の形成を促進するであろう．
こうした点をまとめると，ある特定の蛋白質の細胞

内環境での立体構造・ダイナミクス・安定性は，これ
らの様々な効果がせめぎ合った結果であると考えられ
る．蛋白質の nativeな状態と変性状態の自由エネル
ギーの差は数十 kJ/mol程度と非常に小さく，従って
試験管の中の蛋白質の native構造は極めて微妙なバラ
ンスで成立していると言われるが，細胞内環境では，
そのバランスにさらに上記の様々な効果が微妙かつ有
効に寄与しているのであろう．
最後に，今後の細胞内蛋白質動態解析における in-

cell NMR研究の位置付けについて考察してみたい．
NMRは非常に感度の悪い分光法として知られてお

り，実際に猪股らの in-cell NMR解析では 1つの 2次
元 NMR測定に合計 1500回ものデータの積算を要し
ている．しかし，このことは同時に，NMR測定が系
に及ぼす影響が極めて小さいということも意味してい
る．すなわち，NMRは細胞内環境をほとんど乱すこ
となく，より自然のままの状態を計測していることに
なる．もし，エネルギーの吸収が大きく，系に対する
影響が大きい手法を用いてしまえば，細胞内の微妙な
効果とそのバランスを解析することは非常に困難であ
ろう．また，私たち研究者の好奇心は果てしないの
で，蛋白質全体の安定性についての知見が得られた
ら，蛋白質の局所的な情報も欲しくなるに違いない．
NMRは非侵襲性であるとともに高分解能データが得
られる手法でもある．この特長を生かした計測法の開
発を推進することで，細胞内蛋白質動態解析における
NMRの重要性はますます大きくなると予想される．
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1. はじめに

一部の嫌気性細菌や，好気的環境で水素を唯一のエ
ネルギー源として生育することができる細菌が，ヒド
ロゲナーゼと呼ばれる金属タンパク質によって細胞内
で水素を合成・分解することは古くから知られてい
た．しかし，近年のゲノム解析の進展により，その他
多くの細菌も複数のヒドロゲナーゼ遺伝子をもつこと
が明らかになり，ヒドロゲナーゼが触媒する水素の分
解にともなうエネルギー獲得と水素の合成による余剰
な還元当量の消失は，原核生物に普遍に存在する水素
代謝システム―水素をエネルギー通貨単位として用
いる生体システム―として認知されつつある．
ヒドロゲナーゼには主に活性部位に 2つの鉄原子を

含む [FeFe]ヒドロゲナーゼと，ニッケル原子と鉄原子
を 1つずつ含む [NiFe]ヒドロゲナーゼがある（メタ
ン生成菌に限り活性部位に 1つの鉄原子を含む [Fe]ヒ
ドロゲナーゼが知られている）．一般的に，前者は酸
素との反応により金属クラスターが不可逆的に変性す
ることが多い一方，後者は好気条件下でも安定な不活
性型を形成することによって失活をまぬがれ，水素還
元による再活性化が可能であることが多い．この性質
を酸素抵抗性（O2-resistance）と呼ぶ．一方，幾つか
の種類の [NiFe]ヒドロゲナーゼにおいては，好気条
件下で活性部位が安定なだけでなく，水素分解活性を
有する（「酸素耐性（O2-tolerance）」をもつ）ことが明
らかになってきている．その機構については幾つかの
モデルが提唱されているが（表 1），その真偽や詳細

は不明である 1)．この中で，もっとも高い酸素耐性を
もつことが知られている膜結合型 [NiFe]ヒドロゲナー
ゼは，生物種によって耐性の程度は異なるが，地上の
酸素濃度でも活性を示すものや，高い耐熱性をもつも
のも知られており，燃料電池や光合成と共役した水素
合成システムへの応用が期待されている 2)．本稿で
は，最近の膜結合型 [NiFe]ヒドロゲナーゼの分光学
的・結晶構造学的知見に基づいて提唱された，同酵素
の酸素耐性機構モデルについて概説する．

2. 酸素による不活性化のメカニズム

[NiFe]ヒドロゲナーゼは，2つのサブユニットから
なるヘテロ 2量体を最小機能単位とし，活性部位であ
る Ni-Feクラスターは複合体の内部奥深くに存在する
（図 1a）3)．したがって，基質や反応産物となる水素分
子，電子，およびプロトンが通るための経路が存在し，
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表 1 
各酸素耐性 [NiFe]ヒドロゲナーゼにおける酸素防御機構モデル

名称 特徴 モデルの概要

[NiFeSe]型 Ni配位子のシステ
インの 1つがセレ
ノシステイン

セレノシステイン
の修飾による酸素
分子の物理的排除

水素センサー型 水素依存的にヒド
ロゲナーゼ遺伝子
の転写を活性化

水素チャネルが酸
素を物理的に排除

双方向性型 電 子 受 容 体 が
NAD(P)+

Ni配位子の 1つが
酸素の結合を阻害
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これらの形状や性状の違いが酵素の反応性や酸素耐性
に重要な影響を与えると考えられている．標準型酵素
（後述）では，小サブユニット中に電子の経路となる鉄
硫黄クラスターが 3つあり，活性部位に近いものから
近位，中位，遠位と呼ばれ，それぞれ [4Fe-4S], [3Fe-4S], 

[4Fe-4S]の構造をとる（鉄硫黄クラスターには複数の
種類があり，鉄イオンと硫化物イオンの組成によって
[mFe-nS]のように表され，システインチオラート基な
どの鉄への配位によってタンパク質中に保持されてい
る）．大サブユニットにある Ni-Fe活性部位には 4つ
のシステインチオラート基が配位子として結合してお
り，このうち 2つが架橋配位している（図 1b）．一方，
鉄原子には 3つの 2原子分子（2つの CN

−と 1つの
CO）が配位しており，鉄原子の低酸化・低スピン状
態の安定化に寄与していると考えられている．活性部
位のさまざまな酸化還元状態が分光学的に同定されて
いるが 4)，水素の分解・合成の反応機構の詳細はいま
だに不明である．
嫌気条件下で生育するバクテリアがもつ標準型と呼

ばれる酸素耐性がない [NiFe]ヒドロゲナーゼにおい
ては，Ni-A，Ni-Bと呼ばれる 2種類の不活性状態が
知られており，これらは電子スピン共鳴（EPR）測定
によって識別可能である．このうち，Ni-Aは電子が
不足した状態で酸素と反応することによって生成し，
水素による再活性化に時間がかかる．これに対して，
Ni-Bは還元的な状態で酸素と反応することによって
生成するが，再活性化は速やかに行われる．両状態の
分光学的解析・結晶構造解析の結果より，Ni-Aには
ハイドロパーオキソが，Ni-Bにはハイドロキソが第 3

ブリッジ配位子（図 1bの「L」の部分）として結合
していると考えられていたが 5)，最近別の種類の

[NiFe]ヒドロゲナーゼで Ni-Aにおいて第 3ブリッジ
配位子の位置に酸素原子 1つ分の電子密度しか見られ
なかったという結果が報告されている 6)．Ni-Aや
Ni-Bの第 3ブリッジ配位子の化学種が何れにせよ，
表 1に示した酸素耐性酵素はすべて Ni-A状態を生成
しないことが EPR測定によって確かめられている．
したがって，好気条件下で活性を維持するには再活性
化に時間のかかる Ni-Aの生成を防ぐことが必要条件
であると考えられる．

3. 膜結合型 [NiFe]ヒドロゲナーゼの結晶構造

最近われわれとベルリンのグループは，酸素耐性
[NiFe]ヒドロゲナーゼの 1つである膜結合型 [NiFe]ヒ
ドロゲナーゼの大小サブユニット複合体の結晶構造を
決定した（図2）7), 8)．活性部位であるNi-Feクラスター
や電子伝達を担う 3つの鉄硫黄クラスターの配向は標
準型のものとよく似ていたが，われわれが決定した
Hydrogenovibrio marinus由来の酵素では最小機能単位で
あるヘテロ 2量体が 2つ会合したヘテロ 4量体をとっ
ており，これは溶液中での会合状態と一致する．ベル
リンのグループの Ralstonia eutropha由来のものは標準
型酵素と同様に結晶中ではヘテロ 2量体であったが，
その後の生化学的解析では溶液中ではヘテロ 2量体が
3つ会合した状態をとることが示唆されている 9)．膜
結合型酵素は生体内では，小サブユニットの C末端

図 1 

（a）[NiFe]ヒドロゲナーゼの最小機能単位であるヘテロ 2量体の
模式図．（b）Ni-Fe活性部位の構造．「S」はシステインチオラート
を，「L」は第 3ブリッジ配位子を示す．

図 2 

膜結合型 [NiFe]ヒドロゲナーゼ可溶性部位結晶構造．Q，QH2は
それぞれキノン，キノールを表す．
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の膜貫通へリックスを介して膜内在性チトクローム b

サブユニットと複合体を形成していると考えられてい
るが，どちらの結晶構造もその膜貫通へリックスを含
まない可溶性部位のみのものであった．
表 1に示したように，これまで提唱されてきた他
の酸素耐性ヒドロゲナーゼの酸素に対する防御機構の
モデルは，活性部位の修飾や，水素ガスチャネルの形
状の違いによる酸素分子による物理的排除であった
が，標準型と膜結合型酵素の結晶構造の比較により，
膜結合型酵素についてはこれらのモデルは当てはまら
ないことが明らかになった．

4. 近位鉄硫黄クラスター

標準型と膜結合型酵素の構造上の大きな違いは，近
位鉄硫黄クラスターに見られた．標準型では [4Fe-4S]

クラスターが 4つのシステインによって保持されてお
り，硫化物イオンは 3つの隣り合う鉄に架橋配位し，
システインチオラートが鉄に末端配位子として結合し
た構造をしている（図 3a）が，膜結合型の水素還元
状態では，1つのスルフィド基の代わりに 5番目のシ
ステインチオラート基（図 3b中の *）が 2つの鉄原
子の架橋配位子として結合し，さらに 6番目のシステ
インチオラート基（図 3b中の **）がもう 1つの鉄に
末端配位子として結合した，[4Fe-3S]-6Cysの構造を

とっていた（図 3b）．このクラスターの構造は他の金
属タンパク質や低分子化合物においても前例がなく，
5番目と 6番目のシステインが膜結合型酵素にのみ保
存されているため，この新規クラスターは膜結合型酵
素に普遍的に存在すると考えられる．
さらにわれわれは，膜結合型酵素の近位クラスター
が酸化還元依存的に構造変化を起こすことを見いだし
た（図 3b, c）．結晶をフェリシアン化カリウム溶液で酸
化すると，1つの鉄原子とスルフィド架橋配位子との間
の結合が切れて，その鉄原子と主鎖のアミド窒素との
結合が新たに形成されていた．精密化後のモデルの立
体化学的配向から，新たに配位子としてクラスター形
成に加わったアミド窒素は脱プロトンしていると考え
られる．アミド窒素が金属配位子となる例はこれまで
にニトリルヒドラターゼの活性部位 10)とニトロゲナー
ゼの電子伝達 [8Fe-8S]クラスター（後述）11)のみについ
て知られている．脱プロトンした負電荷をもつアミド
窒素のクラスター形成への関与は，クラスター全体の
酸化還元電位に大きな影響を及ぼすことが予想された．
われわれが膜結合型酵素の結晶構造を誌上発表する
前に，ドイツの Lubitzらが EPR測定を利用した酸化
還元滴定により，膜結合型には 3つの鉄硫黄クラス
ターに加えて，もう 1つ高い酸化還元電位を有するク
ラスターが存在することを見いだしていた．さらに彼
らはメスバウアー分光の結果と照らし合わせて，この
高電位は近位クラスターに由来し，同クラスターが
通常の 2つの酸化状態に加えてもう 1つ超酸化状態を
とることを提案した．通常の [4Fe-4S]クラスターには
フェレドキシン型と高電位 (high potential iron-sulfur 

protein, HIPIP)型の 2種類があり，生理的な酸化還元
電位の範囲における酸化状態はそれぞれ [4Fe-4S]

2+/1+
, 

[4Fe-4S]
3+/2+である（組成がまったく同じである各クラ

スターの電位は周りの環境によって決まり，溶媒領域
から隔離され，より疎水的な環境にある後者は前者よ
りも電位が低くなるためである）．鉄硫黄クラスター
が狭い酸化還元電位の範囲内で 3つの酸化状態をとる
（すなわち 2電子を同時にやりとりできる）という例
はこれまでに知られておらず，そのメカニズムの解明
に大きな関心が寄せられていた．われわれが見いだし
た酸化還元依存的な構造変化はこの疑問に対して明確
な答えを与えるものであった．それは，構造変化をと
もなうアミド窒素の脱プロトンの結果として近位クラ
スターが負電荷を獲得することによって，さらに高い
酸化状態（超酸化状態）を狭い酸化還元電位の範囲内
（酸化型 /還元型および超酸化型 /酸化型の中間酸化
還元電位はそれぞれ 87 mV，232 mV

12)）でとること

図 3 

（a）標準型酵素の近位鉄硫黄クラスター，（b）膜結合型酵素の近
位鉄硫黄クラスターの水素還元型，（c）同フェリシアン化カリウ
ム酸化型の立体構造モデル．



膜結合型ヒドロゲナーゼの酸素耐性機構

085

庄村康人（しょうむら　やすひと）
兵庫県立大学大学院生命理学研究科助教
2003年京都大学大学院理学研究科化学専攻博士
課程修了，博士（理学）．マックスプランク生化
学研究所博士研究員，兵庫県立大学大学院生命理
学研究科助手を経て，07年より現職．
研究内容：タンパク質の X線結晶構造解析
連絡先：〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-2-1
E-mail: shomura@sci.u-hyogo.ac.jp
URL: http://www.sci.u-hyogo.ac.jp/life/biophys1/
index-j.html
樋口芳樹（ひぐち　よしき）
兵庫県立大学大学院生命理学研究科教授
1984年大阪大学大学院理学研究科博士後期課程
修了，理学博士．姫路工業大学工学基礎研究所助
手，同理学部講師・助教授，京都大学大学院理学
研究科助教授，姫路工業大学理学部教授を経て，
2004年より現職．
研究内容：構造生物学
連絡先：〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-2-1
E-mail: hig@sci.u-hyogo.ac.jp
URL: http://www.sci.u-hyogo.ac.jp/life/biophys1/
index-j.html

庄村康人

樋口芳樹

が容易になると考えられるからである．EPRおよびメ
スバウアー分光の結果から，近位クラスターの酸化状
態は [4Fe-4S]

3+/2+/1+であると予想されたが，実際には，
[4Fe-3S]

5+/4+/3+であることが，われわれとベルリンのグ
ループの結晶構造解析によって示された．また，われ
われの報告の後にもフランスのグループが大腸菌由来
の膜結合型 [NiFe]ヒドロゲナーゼの水素還元型，酸
素酸化型，およびフェリシアン化カリウム酸化型の結
晶構造を決定し，われわれが発見したものと同様の構
造変化が見られたことを報告している 13)．

5. 酸素耐性のメカニズム

前述のように Ni-Feクラスターは酸素分子と反応し
て不活性な状態に変換する．その際に 4電子が酸素に
与えられ，水にまで分解されるなら（ハイドロキソ配
位子が第 3ブリッジの位置に結合した状態，すなわち
Ni-Bと同義），水素さえあれば酵素は速やかに活性型
になることが可能である．膜結合型酵素は，近位鉄硫
黄クラスターが 3つの酸化状態をとることによって常
に 2電子を供与することが可能であり，活性部位が
もともともっている 2電子と合わせて酸素分子の分解
のために 4電子を利用できる．さらに，超酸化状態へ
の変換にともない脱プロトンする上述のアミド窒素
は，Ni-Fe活性部位と水素結合ネットワークでつながっ
ており，プロトン移動と共役した電子移動（proton-

coupled electron transfer，PCET）による，多電子移動の
活性化エネルギーの低下が期待される．これに対し
て，標準型の近位鉄硫黄クラスターの中間電位はおよ
そ −300 mVで，酸素を含むような溶液中ではほとん
ど酸化型であると考えられ，ここから電子を得ること
ができる可能性は低いために Ni-A型に変換しやすい
のであろう．

6. おわりに

酸素耐性をもつヒドロゲナーゼは酸素分子を物理的
に排除しているというこれまでのモデルに対して，活
性部位に結合した酸素分子を水（ハイドロキソ配位
子）にまで分解することによって安定な不活性状態
（Ni-A）への変換を防ぐというモデルが提唱され，結
晶構造解析によりその妥当性が評価されたという例を
紹介した．酸化還元電位の変化によって鉄硫黄クラス
ターが構造変化を起こす例としては，他にニトロゲ
ナーゼ 11)と呼吸鎖複合体 I

14)で知られている（鉄硫
黄クラスターが酵素活性をもつものは除く）．ニトロ

ゲナーゼについては，ヒドロゲナーゼの近位クラス
ター同様に多電子移動への関与が示唆されており，呼
吸鎖複合体 Iについては，その構造変化がプロトンポ
ンピング機能につながるというモデルが提唱されてい
るが，どちらも結晶構造以外の実験的根拠はなくその
詳細は不明である．ヒドロゲナーゼの酸素耐性機構の
解明は，燃料電池や水素合成システムへの産業利用に
向けた重要な課題であり，他のタイプの酸素耐性ヒド
ロゲナーゼについても今後新たな展開が期待される．

本研究は，茨城大学農学部の西原宏史准教授および
尹基石特任准教授（現・九州大学大学院工学府特任准
教授）と著者らとの共同研究の成果である．本研究に
関する X線回折実験は，SPring-8の BL44XUおよび
BL41XUで行った．
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1. 確率的細胞システムにおける情報処理

バイオイメージング技術の革新は，細胞システムの
ダイナミクスが非常に確率的であることを，遺伝子発
現やシグナル伝達など様々な素過程において実験的に
明らかにした 1)-3)．しかしながら，細胞をはじめとし
た生体システムは，素過程の確率性にもかかわらず全
体として非常に安定かつロバストに機能する 4)．確率
的要素を組み合わせ安定なシステムをつくりあげる設
計原理は未知であるとともに，その解明は生物学のみ
ならず工学など様々な分野に影響がある 5)．
確率的要素から安定なシステムを作る 1つの可能性

はノイズを活用することであり，確率共鳴をはじめと
した研究がこれまでに行われてきた 6), 7)．しかし，不
確定性に対応するために内在的確率性を活用する両賭
戦略のような場合を除き 8), 9)，本質的にノイズがシス
テムの機能に有益である状況は限定される．もう 1つ
の可能性は，非常に確率的に見える細胞内反応の振る
舞いにも情報が隠されて（埋め込まれて）おり，その
情報を適切に取り出すことにより安定な振る舞いが実
現できるという可能性である 8)．本総説では，一見非
常にノイジーなシグナルにも情報が埋め込まれてお
り，適切な反応機構によりその情報が活用できること
をベイズ的情報処理の枠組みを用いて理論的に示す．

2. 確率的な環境センシングと運命決定

細胞システムにおける確率的シグナルの情報処理と
して最も簡単な細胞の運命決定を考える．x(t)を時刻
tにおける細胞外環境を表す変数とし，単純化のため
2つの状態を遷移すると考える（より一般的な場合も
扱える）．x(t)を細胞が応答すべき分子（たとえば環
境における増殖因子）の濃度変化と見なす場合，x(t)

は on（分子が十分多い），off （分子が少ない）と表さ
れる．1次元空間に限定された細胞走性を考えれば，
x(t)は環境における分子勾配が右 (R)を向いている
場合と，左 (L)を向いている場合を表す．以下では
化学走性を例とするため，2状態を R，Lと表す．
x(t)は短い時間 Δtに確率 rRΔtで Lから Rへ，rLΔtで
Rから Lへ状態遷移するとする（図 1背景色）．よっ
て，xから x′への遷移の確率 P(t′, x′|t, x)は x′ ≠ xの時
P(t′, x′|t, x) = rx′Δt，x′ = xの 時，P(t′, x′|t, x) = 1 − rx ̃′Δtと
表される．t′ = t + Δtである．一般にこの環境の情報
x(t)を細胞は直接知ることはできない．通常，確率的
な挙動をするレセプターを用いて，細胞外の状態をセ
ンシングし，その情報を細胞内に伝達する．環境状態
が xである場合に，1つのレセプターが短い時間 Δt

に活性化する確率を λxΔtとする．例えば x(t)が増殖
因子の環境内濃度変化を表すとすると，λon > λoff が成
り立つ．また，複数種類のレセプターを考えることも
可能である．化学走性において，右側・左側の膜のレ
セプターの活性確率をそれぞれ λR

x Δt，λL
x Δtとし，対
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称性から λR
R  = λL

L  > λR
L  = λL

Rが成り立つとする．環境の
状態 x(t)が固定の元で，左右の膜でのレセプター活
性は独立であると考えられることから，活性化確率は
P(NR

t′ , N
L
t′ |t, x) = P(NR

t′ |t, x)P(NL
t′ |t, x)を満たし NR

t′  − N
R
t  

= 1の時 P(NR
t′ |t, x) = λR

x Δt，NR
t′  − N

R
t  = 0の時 P(NR

t′ |t, x) 

= 1 − λR
x Δtが成り立つ．P(NL

t′ |t, x)についても同様であ
る．以下レセプターの総数はそれぞれNR

0，NL
0とする．

また，簡単のためレセプターの総数は十分大きく，レ
セプターの活性化による実効的に活性化可能なレセプ
ター数の変化は無視できるとする．そして活性化した
レセプターは時間 τ後不活性化をするとする．化学走
性を模したレセプターの振る舞いを図 1aを示す．
N R

(t)，N L
(t)がそれぞれ時刻 tにおける右側・左側の

活性化レセプター数を表す．細胞サイズが非常に小さ
いため，両側の膜での平均的なレセプター活性率の差
は小さく，確率的な反応ノイズによりその情報は埋も
れてしまう 10)．

3. ベイズ情報処理による情報の復号

N R
(t)，N L

(t)は非常にノイジーに見える．ここか
ら x(t)の情報は得られるのであろうか？　もし，得
られるとするならば，N R

(t)，N L
(t)のみを入力とし

て最も効率的に x(t)の情報を取り出す細胞内ダイナ
ミクスはどんなものであろうか？　この問題に理論的
に答えるために，統計学におけるベイズ推定の理論を
活用する．統計における推定理論は，ノイズを含んだ
観測データ（ここでは N R

(t)，N L
(t)）からその原因

となった量（ここでは x(t)）を最も効果的な形で計算
する方法を扱う．ダイナミクスを扱う逐次ベイズ推定
では特に，時刻 0から tまでの観測の時系列 (NR

0:t:= 

{N
R
(t)|t ∈ [0, t]}，NL

0:t)が与えられた条件での x(t)の状
態の推定確率（事後分布）zx(t):= P(t, x|N

R
0:t, N

L
0:t)を求

めることにより，x(t)の情報を取り出してくる．ベイ
ズの定理に従うと，t′ = t + Δtに対して，zx(t)は

Ρ Ρ

Ρ Ρ

' '

'

' '

'

( , | ', ') ( ', ' | , ) ( )

( ')
( , | ', ') ( ', ' | , ) ( )

R L

t t x

x
x R L

t t x

x x

N N t x t x t x z t

z t
N N t x t x t x z t

=
∑

∑ ∑

を満たす．式中分子に現れる∑
x

P(t′, x′|t, x)zx(t)は，
時刻 tまでの推定情報を用いて，すこしだけ未来であ
る時刻 t′の環境の状態を予測するステップを表す．そ
して，P(NR

t′ , N
L
t′ |t′, x′)を乗算することにより，時刻 t′

で実際に新たに反応したレセプターの状態と予測とが
整合するかを比較し，予測を実際の観測に基づき補正
する（この部分がベイズの公式に対応する）．分母は
zR(t′) + zL(t′) = 1が成り立つように規格化する役割を
果たす．zx(t)は xが Rでも Lでも成り立つが，以下で
は勾配が右を向く確率 zR(t)のみ考える．P(t′, x′|t, x)，
P(NR

t′ , N
L
t′ |t′, x′)をすでに定義した式と置き換え，Δt→

0の極限を取ることにより，zR(t)の発展方程式を

 λ τ λ
∈

⎡ ⎤= − + −⎣ ⎦∑ 0

{ , }

( )/i i i iR
R L r d R L L R

i R L

dz
z z N t N r z r z

dt
 (1)

と得ることができる 11), 12)．ここで λi
r := log(λi

R/λ
i
L) , 

λi
d:= λi

R − λi
Lとした．また定義より zL = 1 − zRである．

i ∈ {R, L}としたが，一般には任意の種類のレセプターに
ついて上記が成り立つ 12)．特に，両膜上のレセプター
数が等しい場合 (NR

0  = N
L
0 )，λR

R  = λL
L  > λR

L  = λL
Rより，

 
λ
τ
⎡ ⎤= − + −⎣ ⎦( ) ( )

R
R LR r

R L R L L R

dz
z z N t N t r z r z

dt
 (2)

となる．図 1bに zR(t)の振る舞いを示す．zR(t)は非
常にノイジーな N R

(t), N
L
(t)のみを入力として受け

取っているにもかかわらず，勾配方向 x(t)の変化を
高い忠実性を持って復元していることがわかる．した
がって，この例から一見非常に確率的でノイジーな細
胞内シグナルからでも，適切なダイナミクスによっ
て，細胞の運命決定に必要な情報を取り出すことがで
きることが示された．
また，この過程はシャノンによる通信理論の枠組み
で捉えると，x(t)が送りたい情報源，(λR

x , λL
x )が情報

源の符号化，(N R
(t), N

L
(t))がノイジーな通信路によ

る符号化情報の伝送，そして zx(t)が伝送されたノイ
ジーなシグナルからの情報の復号に対応する．以下で
は，式（1）もしくは（2）の定めるダイナミクスを復号
ダイナミクスと呼ぶ 13)．ここでは扱わないが，情報理
論などの枠組みを使うと，x(t)の情報がノイジーな
N R

(t)などから復元できるメカニズムは，N R
(t)の時

系列（無限次元）に x(t)（有限次元）の情報が埋め込
まれており，ベイズ情報処理による復号は時系列に埋
め込まれた情報を最適な形で有限次元へ射影する構造
になっていることなどもわかる．

図 1 
（a）右側（黒），左側（灰色）の膜上における活性レセプターの時
系列．背景のライトグレーの領域は x(t) = R（勾配右向き）を，白
の領域は x(t) = L（勾配左向き）を表す．（b）復号ダイナミクス
zR(t)の挙動．パラメータは λR

L  = λL
R  = 0.08, λR

R  = λL
L  = 1.1 λR

L , NR
0

 = NL
0 = 500, rR = rL = 0.03, τ = 1を用いている．
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4. 情報復号ダイナミクスの細胞内分子実装

復号ダイナミクスのような動態が存在すれば確かに
x(t)の情報が高い精度でノイジーなレセプター活性か
ら得られることがわかった．では，復号ダイナミクス
は細胞内で実現することは可能なのであろうか？　こ
の問題に答えるために，以下の酵母の極性形成に関し
て提案されたモデルの改変版を考える（図 2a）14), 15)：

 

( ) ,

( )

( ) ( ) 2 ( )

RR
C R a d R

LL
C L a d L

R LC
C R L a d R L

dY
Y vY N t k k Y

dt

dY
Y vY N t k k Y

dt

dY
Y vY N t vY N t k k Y Y

dt

⎡ ⎤= + −⎣ ⎦

⎡ ⎤= + −⎣ ⎦

⎡ ⎤=− + + + +⎣ ⎦
  (3)

YR, YLは右の膜，左の膜に局在した分子の量を，YCは細
胞質内の分子量を表す．細胞質から右の膜への分子局
在のレートは，右の膜上のレセプター活性 N R

(t)とす
でに膜に局在している分子量 YRによって，νYRN

R
(t) 

+ kaと制御されているとする．kaは非特異的な膜への
分子局在レートである．また膜に局在した分子は，
レート kdで細胞質へ移動するとする．対称性から左
の膜についても同様である．この時，新たな変数
YM:= YR + YL，ZR:= YR/YM，ZL:= YL/YMを考える．合成関
数の微分公式より，

 
ν ⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦

⎡ ⎤=− + − +⎣ ⎦

( ) ( ) ( )

( ) ( ) 2

R LR a C a C
R L C R L

M M

R LC
C M R L a C d M

dZ k Y k Y
Z Z Y N t N t Z Z

dt Y Y

dY
vY Y Z N t Z N t k Y k Y

dt
  (4)

が得られる．両端の膜での反応の差が反応の絶対量よ
りも少ない (|N

R
(t) − N

L
(t)| << |N

R
(t)|, |N

L
(t)|)という

典型的な化学走性の条件のもと，YCはおおよそ ZRと
独立と見なせる．この時，ZRの式を，zRに関する
式（2）と比較すると，νYC = λR

r /τと rR = rL = kaYC/YM

が成り立てば，膜上のレセプター依存的な極性形成ダ
イナミクスは，ベイズ推定から導かれる復号ダイナミ
クスと等価になることが示される．したがって，比較
的単純な細胞内反応系によって復号ダイナミクスが実
現できることがわかった．この他にも，競合的な分化
反応や自己リン酸化・自己脱リン酸化サイクル
（図 2b）等によっても復号ダイナミクスが実現できる
ことがわかっている 11), 15)．

5. ベイズ情報処理とノイズ励起現象

ベイズ情報処理は，統計的な意味で最も効果的にノ
イの影響を抑制し，シグナルを復号する．よって，ノ
イズを活用する情報処理と対極の原理を有する．にも

かかわらず，復号ダイナミクスの力学系的特性には，
あたかもノイズを利用して非常に小さなシグナルを増
幅しているように見える側面を有することを示そう．
今，細胞走性や極性形成における定量実験でしばし
ば行われるように，一定勾配条件下における復号ダイ
ナミクス（式（2））の振る舞いを調べた．一方，細胞
を用いた実験では，明示的な勾配情報が無くとも細胞
内の分子局在はノイズを使って自発的に対称性を破
り，探索的な振る舞いをする場合があることが報告さ
れている 14), 16)．復号ダイナミクスではどうであろう
か？　レセプターの活性化レートが環境状態 x(t)に
依存せず一定 (λR

R  = λL
L  = λR

L  = λL
R  = λ)とすることによ

り，勾配情報が無い状況を再現できる．ただし，式
（2）における λi

rは 0とせず，有限の値を持つとする．
これより，細胞は何らかの勾配が環境に存在すること
を前提として振る舞う状況を模倣できる．
この時，図 3で示すように適切な条件のもとで復
号ダイナミクスも無勾配条件で 2つのマクロな状態を
へめぐる自発的な対称性の破れを示すことがわかる．
今，N R

(t)および N L
(t)の平均値は等しいことから

σξ(t):= λR
r (N R

(t) − N
L
(t))/τは純粋に確率的なレセプ

ター活動に基づく平均 0のノイズを表す．したがっ
て，zRの振る舞いは

 ( )σ ξ= − +R
R L L R R L

dz
r z r z z z t

dt
 (5)

となる．もしノイズの影響が無い場合 (ξ(t) = 0)，式
（5）は zR = rR/(rR + rL)で表される唯一の定常状態のみ
を持つ．したがって，復号ダイナミクスの決定論的な
ポテンシャルはどのような条件においても zRを唯一
の極小として持つ下に凸な 2次関数となる．しかしな
がら，ノイズの影響がある場合に，zRの定常分布
Q(zR)は σの増加に依存して，単峰性から双峰性への
転移を見せマクロな状態を作り出す（図 3b）．した
がって，あたかもノイズを活用して離散的な出力を作
り出すような振る舞いを見せる 15)．
このノイズによる新たなマクロ状態の出現はノイズ
励起転移（noise-induced transition）として 1970年代か

図 2 
（a）1次元の極性形成モデル．灰色・黒色の球が左および右の膜
を，中央の棒が細胞質を表す．（b）自己リン酸化・自己脱リン酸
化反応．リン酸化分子の割合を黒色の球が，脱リン酸化分子の割
合を灰色の球が表す．矢印は相互作用を表し，グレーは自己
フィードバック的な相互作用を表す．
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ら知られており 17)，そのメカニズムはノイズの強度が
システムの状態に依存することに起因する．復号ダイ
ナミクスの場合，ξ(t)に乗算される項 zR zL = zR(1 − zR)

の影響によってシステムの感度が変化する．zonが 0

もしくは 1に近い場合，感度は下りノイズの影響が小
さく，zRが 1/2に近い場合に感度が上がりノイズの影
響が大きくなる．その結果，ノイズの揺動によって
zR = 1/2の付近に長時間滞在することができなくなり，
zRが 0もしくは 1に近い領域にマクロな状態が出現す
る 15)．この結果から得られる重要な知見は，ノイズを
効果的に抑制するようなベイズ的情報処理にはノイズ
励起的な特性が内在しており，したがって見方によっ
てはあたかもノイズを活用しているように振る舞うと
いうことである．したがって，一見ノイズを活用して
いるように見える生体現象でも，注意深くその情報処
理の構造を調べれば，そこにはうまくノイズを抑制し
て情報を取り出す構造が埋め込まれている可能性があ
ることを示唆する．

6. 情報処理システムとしての生命現象

生命システムは非生物系を含む物理系の一部である
が，同時にその機能は進化的に選択されている．した
がって，その設計原理や動作原理は，物理的な法則に
拘束されつつも進化的選択の結果として，非生物系で
は典型的でない様々な特性を持ちうる．情報処理的な
特性はその最たるものであろう．このような生命シス
テムの情報処理的側面を捉えるには，生体システムの
素過程に当たる反応モデルを組み立て，ミクロからマ
クロを理解するアプローチだけでは不完全である．本
総説で示したように，情報処理の効率というマクロな
機能性から出発し，ミクロな分子機構や定量的な挙動
に迫る相補的なアプローチが不可欠である．この 2つ
の知見を合わせることにより，細胞内システムが有す
る物理的なパラメータやダイナミクスの構造に，どの
ような情報理論的な意味合が付随するのか 18)，また生

体システムはどれほど情報理論的な意味で最適なの
か 19)，もしくはその効率はどこまでエネルギーをはじ
めとした物理的拘束によって規定されているのか 20)，
などの問題をはじめて扱うことが可能になる．
「なぜ生体システムは確率的な要素を元に安定な振
る舞いを比較的低エネルギー消費で実現できるの
か？」という確率的な生体システムの設計原理に迫る
ためには，定量的な実験計測データに新たな理論的な
フレームワークを取り込み，情報処理の生物物理学を
構築することが今後の具体的な課題となるであろう．
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1. はじめに

ヒトの脳には 1,000億もの神経細胞が存在し，神経
細胞同志が「シナプス」とよばれる接合部を作り連結
し無数の神経ネットワークを形成することで，複雑か
つ多様な脳高次機能を可能にしている．神経細胞と神
経細胞の連結部であるシナプスは，神経細胞同士が情
報を伝達する場であり，シナプスの機能的，構造的可
塑性が記憶・学習の基盤となっていると考えられてい
る．また，シナプス接合の成熟異常は知的障害，自閉
症などの神経発達障害との関わりが強く示唆されてい
る．したがって，分子レベルでシナプス機能を理解す
ることは脳科学の主要課題の 1つであり，多くの研究
が積み重ねられてきた．その結果，シナプス伝達を担
うグルタミン酸受容体（GluR），イオンチャネルやそ
の膜裏打ちタンパク質であるシナプス後部肥厚部
（PSD）タンパク質群，シグナル分子が同定され，神
経突起の伸長を制御する因子が明らかにされてきた．
さらに今世紀に入って，脳の神経細胞同志の間にシナ
プスを形成し，それを維持する分子（シナプスオーガ
ナイザー）の探索が盛んに行われてきた．しかしなが
ら，最も解析が進んでいた neurexin（NRXN）-neuroligin

（NLGN）系ですら，NLGN1-3のトリプルノックアウ
トマウスにおいて脳シナプス形成に顕著な異常が認め
られなかったことから，脳のシナプス形成の分子機構
は未解決のまま残されていた 1), 2)．

2. グルタミン酸受容体GluRδ2

高等生物の脳における早い興奮性シナプス伝達の大
部分はグルタミン酸を神経伝達物質としている．GluR

は，グルタミン酸の結合により自身のカチオンチャネ
ルを開口するイオンチャネル型と，細胞内情報伝達系
を介して機能する代謝型に大別されており，脳におけ
る情報伝達の中心的役割を果たしている．GluRチャネ
ルはアゴニストに対する応答性の違いからNMDA型，
AMPA型，カイニン酸型に分類される．GluRδ/GluD

ファミリーは cDNA配列の相同性を利用したスクリー
ニングによりはじめて見いだされた受容体でアミノ酸
配列の相同性からは NMDA型，非 NMDA（AMPA/カ
イニン酸）型サブユニットの中間に位置づけられ，
GluRδ1とGluRδ2の 2種類の遺伝子が存在している 3)．

GluRδ2は小脳プルキニエ細胞に特異的に発現し，
プルキニエ細胞の平行線維シナプスに局在する分子で
ある．GluRδ2はその特徴的な発現分布から小脳の機
能に重要な役割を果たしていると考えられる．実際，
GluRδ2ノックアウトマウスは重篤な運動失調を示し，
平行線維―プルキニエ細胞間シナプスのシナプス可塑
性である長期抑圧（LTD; Long Term Depression）が障害
され，小脳依存的な運動学習が障害される．また，野
生型マウスのプルキンエ細胞は，出生直後は複数の登
上線維による多重支配を受けているが，発達につれて
過剰な登上線維が除去され，生後 3週間で 1本の登上
線維による単一支配に変化する．ところが，GluRδ2

ノックアウトマウスでは登上線維の多重支配が成体マ
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Formation of synaptic connections between nerve cells is the key to understanding neuronal development. Despite the wealth of in vitro 

information, fundamental questions regarding how synapses are formed in the mammalian brain remain unanswered. Glutamate receptor 

(GluR) δ2 selectively expressed in cerebellar Purkinje cells is essential for synaptic formation in vivo. We showed that the trans-synaptic 

interaction of postsynaptic GluRδ2 and presynaptic neurexins through secreted cerebellin precursor protein 1 (Cbln1) mediates cere-

bellar synapse formation. We also demonstrated that GluRδ2 triggers synapse formation by tetramerization of neurexins through Cbln1. 

Th ese fi nding provide a molecular insight into the mechanism of synapse formation in the brain.

Glutamate receptor δ2 / cerebellum / synapse formation / trans-synaptic tripartite complex /Cbln1 / neurexin

※図 1–図 4は，電子ジャーナル（https://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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ウスでも残存しており，本来ならプルキンエ細胞の近
位樹状突起に限局されている登上線維の投射領域が，
遠位樹状突起にまで拡大している．さらに，電子顕微
鏡を用いた解析は，平行線維―プルキニエ細胞間シナ
プスの数が約半分まで減少し，平行線維終末とのシナ
プス結合を持たないプルキニエ細胞のスパイン（フ
リースパイン）が多数出現することを示している 4)．
また，誘導可能な小脳プルキニエ細胞特異的遺伝子組
換え法を用いて成体マウスで GluR2を欠損させても
フリースパインが観察される．さらに，シナプス結合
を有している平行線維―プルキニエ細胞間シナプスの
中には，プルキニエ細胞スパインのシナプス後膜肥厚
部が平行線維終末のアクティブゾーンよりも長くなる
といったシナプスの構造異常がしばしば観察され
る 5)．これらの結果は，GluR2がシナプス形成・維
持に重要な役割を果たしている分子であることを示し
ている．しかしながら，GluR2がシナプス形成を調
節する分子機構はこれまでまったく不明であった．

3. タンパク質相互作用を介したシナプス可塑性， 
 シナプス形成の制御

GluR2はアミノ酸配列の相同性からはイオンチャ
ネル型GluRに分類されており，他のイオンチャネル型
GluRと共通する膜トポロジーを有している．すなわち，
4カ所の推定膜貫通領域（M1-M4），大腸菌ペリプラス
ミック結合タンパク質 LIVBP (leucine/isoleucine/valine-
binding protein)と弱いアミノ酸相同性を持つ最もN末
端の領域 N-terminal domain (NTD)，2つの領域から
なる LAOBP(lysine/arginine/ornithine-binding protein)-like
ドメインおよび細胞内C末端領域を有している（図1）．
しかしながら，これまでに GluR2がイオンチャネル
活性を示すとの報告は無く，グルタミン酸の結合能も
報告されていない．したがって，GluR2が果たす多
様な生理機能がどのように調節されているかは長年不
明であった．
そこで，GluR2の多様な生理機能が GluR2のどの
領域を介して調節されているか明らかにするために，
PSD-93，PTPMEG，Delphilin等の PSDの足場タンパ
クが結合する最も C末端の領域（T site）を欠損させ
た遺伝子改変マウスを作製し解析した．その結果，
GluR2の C末端領域は LTD誘導と登上線維支配領域
調整に必須であるが，幼弱期に見られる余剰な登上線
維の除去過程には必須でないことが明らかになった．
また，この遺伝子改変マウスにおいては平行線維―プ
ルキニエ細胞間シナプス構造にはまったく異常が観察
されなかったことは，GluR2は C末端細胞質内領域
を介して間接的に小脳シナプス形成を調節しているの
ではなく，小脳シナプス形成を調節する領域が他に存

在することを示唆している 6)．そこで次に，GluR2
が直接小脳シナプス形成を調節しているかどうかを検
証した．通常は神経細胞とシナプスを形成しない非神
経細胞であるヒト胎児腎臓由来の HEK293T細胞に
GluR2を発現させ，小脳の顆粒細胞と共に培養する
と，HEK293T細胞上にシナプス前部構造が集積する
ことことから，GluR2は直接シナプス前部の分化を
誘導する活性を有することが明らかとなった．さら
に，GluR2は NTDを介してシナプス前部の分化誘
導を引き起こすことが明らかとなり 7)-9)，GluR2がタ
ンパク質相互作用を介してシナプス形成とシナプス可
塑性を共に制御する分子であることがわかった．

4. GluR2-Cbln1-NRXN三者複合体による  
  シナプス形成の制御 

GluR2は NTDを介してシナプス前部に存在する
分子と結合することによりシナプス前部の分化誘導を
引き起こすことが明らかとなったことから，GluR2
の NTDに結合するシナプス前部に存在する分子のス
クリーニングを行った．その結果，GluR2が分泌タ
ンパク質 Cbln1の存在下でシナプス前部の Neurexin
（NRXN）と結合することを見いだした 10)．Cbln1は

Clq/TNFスーパーファミリーに属するタンパク質で，
小脳では顆粒細胞から分泌されること，また，Cbln1
ノックアウトマウスは，平行線維―プルキニエ細胞シ
ナプスがほとんど形成されず，小脳 LTDが障害され
重篤な運動失調を示すことが報告されている 11)．一
方，NRXNはシナプス前終末に存在する細胞接着分
子で NRXN1-3の 3つの遺伝子が存在し，単一の遺伝

図 1  
GluR2の構造と機能ドメイン．C末端細胞質内領域には膜局在に
重要な役割を果たしている領域で PICK1が結合する juxtamem-

brane segment（J），後シナプス肥厚部の足場タンパク Shankが結
合する領域 S segment（S），Delphilin等が結合する最も C末端に
位置する領域である T site（T）が存在する．（詳細は本文参照）
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子から異なるプロモーターを用いて遺伝子産物が作ら
れることで，と という 2つのアイソフォームが存
在し，シナプス後部の細胞接着分子 NLGNと結合す
ることが知られている 1)．その後の解析から，GluR2
と NRXNはそれぞれ Cbln1の受容体であることが示
され，GluR2はCbln1を介してNRXNと結合すること
で三者複合体を形成し平行線維―プルキニエ細胞間の
シナプス形成を担っていることが明らかになった 10)．
次に，GluR2-Cbln1-NRXNによるシナプス形成の
制御機構を明らかにするために三者複合体の化学量論
的解析を行った．その結果，GluR2-NTD（dimer）と
Cbln1（hexamer）は 1 : 1の化学量論比の複合体を，
Cbln1（hexamer）と NRXN1（monomer）は 1 : 2の化
学量論比の複合体を形成していることが明らかとなっ
た．GluR2は細胞膜上では 4量体で存在しているこ
とから，GluR2，Cbln1，NRXN1は 1 : 2 : 4の化学量
論比の複合体を形成していることが示唆された．さら
に，培養神経細胞を用いた実験により，GluR2は
Cbln1を介して NRXNを 4量体化することによりシナ
プス前部の分化誘導を引き起こすことが明らかになっ
た．NRXNの 2量体化だけではシナプス前部の分化誘
導は引き起こされないことと，NRXNの細胞質内領
域には酵素活性を示す領域は存在しないことから，リ
ガンドの結合により 4量体化した NRXNの細胞質内
にのみシナプス前終末の分化誘導を引き起こすタンパ
ク質複合体が形成されることが推察される 12)（図 2）．

5. 構造と認識機構

NRXNには 5カ所の splice segment（S1-S5）が存在し，
数多くのスプライスバリアントが作り出されることが
知られており，特にS4の有無によりシナプス後部に存
在する細胞接着分子との相互作用が調節されている．

NLGNとNRXNの相互作用の強さはNRXNの S4の有
無によって調節されており，シナプス後部の細胞接着
分子 leucine-rich repeat transmembrane protein（LRRTM）
は S4を欠いている NRXNとのみ結合することができ
る 1), 13), 14)．一方，Cbln1は S4を有する NRXNとのみ
特異的に結合し，GluR2と三者複合体を形成するこ
とができる 10), 15)（図 3）．そこで，S4を有する NRXN
と Cbln1の相互作用に重要なアミノ酸残基を調べるた
めに既に，報告されている NRXN 1の結晶構造の
データを参考に，NRXN1にアラニン置換変異を導
入し Cbln1との結合能を解析した．その結果，Arg218
または Trp226に変異を導入することで Cbln1との結
合能が著しく低下することが明らかになった．これら
のアミノ酸残基は共に S4を構成している シート構
造の側面に位置しており，NRXN 1と NLGNの結合
面からは離れたところに位置していた 12)（図 4）．

Cbln1は Cblnファミリーに属するタンパク質で
Cbln1, 2, 3, 4が脳に存在している．Cblnファミリーと
NRXNとの相互作用を生化学的に解析した結果，
Cbln1は NRXNに対して高い親和性を示した 10), 15)．
一方，Cbln4は Cbln1と 73.6%のアミノ酸配列の同一
性を有しているが，NRXNとは非常に弱い相互作用
し検出されなかった 12), 15)．同様に，Cbln4は GluR2
に対しても非常に弱い相互作用しか示さなかった 12)．
そこで，Cbln1と Cbln4のアミノ酸配列と 3次元立体
構造モデルを元に Cbln1にアミノ酸点変異を導入し，
受容体との相互作用に与える影響を調べたところ，
Trp136を Lysに置換した変異体では GluR2との結合
能が著しく低下していた．一方，この変異体はNRXN
との結合能にはほとんど影響を与えなかった．さら
に，Cbln1の C1qドメインの N末端近くに位置する
アミノ酸残基 SGSA57-60を対応するCbln4のアミノ酸残

図 2  

GluR2-Cbln1-Neurexin三者複合体による小脳シナプス形成の分子
機構モデル．文献 10，12より改変．

図 3  

NRXNのスプライスバリアントと結合分子．
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基 AANSに置換した変異体では，NRXNとの結合が
著しく低下したが，GluR2との結合能にはほとんど影
響を与えなかった 12)（図 4）．これらの結果は，GluR2
と NRXNは Cbln1の異なった部位に結合し三者複合
体を形成しているモデル（図 2）を支持している．

Cbln1は通常 6量体を形成して分泌されている．この
6量体構造は N末端側に存在する 2つのシステイン残
基に依存しており，このシステイン残基変異体は 3量
体であって 6量体を形成せず，NRXNおよび GluR2
への結合能を欠如している 10), 16)これらの結果から，6
量体が形成されてはじめて構築される構造物がNRXN
および GluR2との結合に関与していることが想定さ
れるが，その詳細については今のところ不明である．

6. 今後の展望

近年の研究の進展により，小脳シナプス形成を担う
GluR2-Cbln1-NRXN複合体に加え，IL1RAPL1-PTP17)，
TrkC-PTP18)，Slitrk3-PTP19)複合体など，脳のシナプ
ス形成を担うシナプスオーガナイザーの存在が徐々に
明らかになってきた．興味深いことに，この膜タンパ

ク質受容体型チロシン脱リン酸化酵素PTPにはNRXN
と同じく多様なスプライシングバリアントが存在する
ことが知られており，NRXNにおける S4と同様にス
プライスバリアントにより結合分子との相互作用の特
異性が調節されている 17)．これら最新の知見を考え合
わせると，分子の多様性に加えスプライスバリアント
の多様性が特定の神経細胞間のシナプス結合の特異性
を決定し，複雑かつ秩序だった神経ネットワークの形
成に寄与していることが推察される．今後，これらの
個々の神経細胞の種類における発現パターンを解析
し，シナプスオーガナイザーの構造基盤を明らかにし
ていくことで，シナプス結合の特異性決定のメカニズ
ムが明らかになっていくものと期待される．
今回，GluR2がCbln1を介してNRXNを 4量体化す
ることによりシナプス前部の分化誘導を引き起こすこと
を明らかにしたが，どのようなシグナルを細胞内へ伝え
ることでシナプスが形成されるかは依然として不明で
ある．シナプス形成を担うシナプスオーガナイザーの下
流シグナルについては依然として謎が多いが，本研究を
通じてシナプス形成を担う受容体の細胞内シグナル伝達
機構を明らかにしていくことで，脳シナプス形成の普遍
的な分子基盤を導き出せるのではないかと考えている．
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（a）Neurexin1の結晶構造．矢印は neuroliginとの結合面を示し
ている．（b）Cbln1，Cbln4の C1q1ドメインの 1量体および 3量
体の 3次元立体構造モデル（c）6量体の Cbln1の 3次元立体構造
モデル．文献 12より改変．
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1. はじめに

微生物（生細胞）の代謝反応は数多くの酸化還元反
応から構成されており，反応物と生成物間の間で電子
の授受がなされている．たとえば，光合成において
は，水を電子ドナーとして光エネルギーを元に二酸化
炭素が還元・固定化される．また，酸素呼吸プロセス
では，環境中の酸素を電子アクセプターとして有機物
が酸化分解される（図 1）．光合成における水の酸化
反応や二酸化炭素還元反応，あるいは微生物呼吸にお
ける酸素還元反応などは，我々人類が今まさに環境・
エネルギー問題の観点から注目している反応である．
工学的観点でとらえると，白金などのレアメタルを触
媒として利用し，場合によっては高温・高圧でのみ進
むこれらの反応を，微生物（生細胞）はユビキタス元
素を利用して常温・常圧で高効率に進行させている．
環境調和型の新エネルギーシステムや，環境浄化技術
の開発を行う上で，生細胞におけるこうしたエネル
ギー・物質変換系に学ぶべき点は非常に多い．
近年，このような考え方に基づき，微生物をある種

の「生きた電極触媒」として捉えて利用した研究が活
発化している．微生物燃料電池（Microbial fuel cell, 

MFC）1), 2)，や微生物電解還元（Microbial electrolysis cell, 

MEC）3)がその代表的事例である．MFCにおいては，
酸素還元反応など適切なカソード反応の存在下，微生
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Energy-conversion systems mediated by bacterial metabolism have recently attracted much attention, and therefore, demands for tuning 

of bacterial metabolism are increasing. It is widely recognized that intracellular redox atmosphere is one of the important factors infl u-

encing on bacterial metabolism. Although intracellular redox atmosphere had been conventionally tuned by dissolved oxygen concentra-

tion or by appropriate selection of an electron acceptor for respiration, we are developing novel method based on electrochemical tech-

nique for on-line (dynamic) tuning. Here we review our recent studies on electrochemical tuning of intracellular redox environment 

toward the control of bacterial metabolic pathway and activity.
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図 1 
微生物代謝における酸化還元反応．（a）光合成．（b）呼吸．

物の呼吸電子がアノードへと渡ることで電池回路が形
成され，化学エネルギー（微生物のエサとなる有機物）
が電気エネルギーへと変換される（図2a）．一方，MEC

では，高エネルギーの電子をカソードから微生物に
注入し，その代謝過程を利用して微生物に有用な物質
を生産させる（図 2b）．これは電気エネルギーから化学
エネルギーへの変換プロセスと捉えることができる．
微生物を「生きた電極触媒」として捉えたエネル
ギー・物質変換系をよりよいものとするためには，
我々のニーズに合う形で自由に微生物代謝のあり方を
制御することが重要である．これはきわめて挑戦的な
課題であるが，我々は電気化学をツールに，そして分
子生物学的な遺伝子操作に頼らずに，この難題に取り
組んでいる．本稿では，そうした我々の最近の研究の
一端を紹介したい．
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2. 微生物代謝と生体内電子移動

はじめに，微生物の乳酸代謝を例に，代謝における
電子の流れを詳しく見てみよう（図 3）．代謝経路に取
り込まれた乳酸は，解糖系によりピルビン酸に変換さ
れる．その後，ピルビン酸はクエン酸回路（TCA回
路）へ取り込まれ，二酸化炭素にまで完全に酸化分解
される．この過程で生じる還元力は，生体内酸化還元
種 NAD

+が NADHに還変換されることで蓄えられる．
その後，細胞内膜に存在する呼吸鎖電子伝達系に

よって NADHは NAD
+に再酸化される．その過程で

生じた電子は，種々の酸化還元反応を経て，最終的に
酸素などの電子アクセプターに受け渡されることで電
子移動プロセスが完了する．この一連の過程の中で，
酸化還元反応を媒介する酵素が数多く活躍するが，酵
素活性や関連遺伝子の発現レベルそのものに
（NADH/NAD

+比など）微生物体内の酸化還元状態が
大きく影響を及ぼす．このような事情を鑑みると，体
内の酸化還元状態そのものを制御することが体内の電
子移動活性や電子移動経路を操る上で重要であること
が見えてくる．

3. 細胞外電子移動と電気化学

では，どのようにして，電極と生細胞内部との間で
の電子移動を実現するのか？一般に，生細胞は電気絶
縁性の生体膜で覆われているため，生体内分子と電極
の間で電子のやり取りをすることはできない．そこで

我々は，ある種の金属還元菌の持つ細胞外電子伝達能
と呼ばれる性質に着目した．Shewanellaや Geobacterと
いった金属還元菌は，電子伝導性タンパク質シトクロ
ム cを細胞膜外膜に多量に発現しており，これにより
酸化鉄や酸化マンガンといった固体状の金属酸化物を
呼吸の最終電子受容体として利用することができる
（図 4）4)．この外膜シトクロムから固体状電子受容体
への細胞外電子移動には，2つの機構があることが知
られている．1つは，間接電子伝達と呼ばれる方法で
ある．代表的なのは電子メディエーター（酸化還元活
性のある小分子）による電子伝達で，細胞の内外で電
子を受け取ったメディエーターが電子受容体まで拡散
し，酸化され，再び微生物に利用される（図 4a）．
Shewanellaの場合にはキノンやフラビンの誘導体を自
ら分泌し，これらをメディエーターとして使うことが
報告されている 5)．もう 1つの直接電子伝達と呼ばれ
る過程は，分子の拡散を伴う間接電子伝達と異なり，
細胞表面にある外膜シトクロムを介して，電子は細胞
から電子受容体へ直接的に受け渡される 6)（図 4b）．
ここで，金属酸化物の代わりに電位が適切に制御さ
れた電極を，呼吸の最終電子受容体として用いると，生
体内の代謝過程で生じた電子を電極へと導くことがで
きる 1)-6)．すなわち，金属還元菌を含んだ電気化学回路
を構築すると，代謝電子は電気化学回路へと導かれ，
代謝活性を電流（電気シグナル）として直接的に検出
することが可能となる．また，電極電位の操作を介す
ることで電子受容体のエネルギーレベルを連続的に，
かつ定量的に制御することができる．このように，金
属還元菌の持つ細胞外電子伝達能に着目することで，
生体内酸化還元状態，ひいては代謝経路・代謝活性に
対して電気化学的にアプローチすることが可能となる．

4. クエン酸回路活性の電気化学的制御

外膜シトクロムの酸化還元状態に応じた Shewanella

の電流生成能変化を明らかにすることを目的として，
電極電位を様々な値に設定し，微生物代謝電流の時間

図 2 
微生物電極触媒におけるエネルギー・物質変換系．（a）微生物燃
料電池．（b）微生物電解還元（EA，EC：アノードおよびカソード電
極電位）．

図 3 
Shewanellaの乳酸代謝における電子の流れ．

図 4 
金属還元菌の細胞外電子伝達．（a）間接電子伝達．（b）直接電子
伝達．



微生物代謝ネットワークの電気化学的制御

096

変化を検討した．前述したとおり，外膜シトクロムは
直接的 /間接的に，微生物体内から電極への電子伝達
チャネルとして機能している．電極電位を外膜シトク
ロムが還元される電位（たとえば 0.0 V vs.標準水素電
極（SHE））に保持すると，微生物から電極への電子
移動反応は起こりにくくなり，微生物体内は還元状態
となることが期待される（図 5a）．一方，外膜シトク
ロムが酸化される電位（たとえば +0.4 V vs. SHE）で
は，微生物体内は 0.0 Vの場合に比べて相対的に酸化
状態となることが期待される（図 5b）．図 5cには，こ
れらの異なる電位における微生物電流を示す．0.0 Vに
おいて+0.4 Vよりも高い電流値が得られることが見て
取れる．ここで，外膜シトクロムが酸化される +0.4 V

の場合の方が，外膜シトクロムから電極への電子移動
反応が起こりやすいことから高い電流値が期待された
が，実際にはこの予想に反する結果が得られた 7)．
では，この 0.0 Vおよび +0.4 Vにおける代謝電流の
大きな違いは何を意味しているのだろうか．ここで，
その違いを考察するために，Shewanellaの乳酸代謝にお
ける電子の流れをもう一度考えてみたい（図 3）．菌
体内に取り込まれた乳酸は Acetyl-CoAへと変換され，
その過程の中で2分子のNADHが生成される．その後，
クエン酸回路が機能する場合には，さらに NADHが
3分子とFADH2が1分子生成される．図 5dに乳酸1分
子が代謝される場合に電極へと流れる電子数を，クエ
ン酸回路が機能する場合，しない場合に分けてまとめ
た．ここからわかるように，クエン酸回路が機能する
場合には，しない場合に比べ 3倍の数の電子が流れる
（図 5d）．我々は，+0.4 Vと0.0 Vの異なる電位における
微生物電流の大きさの違いが，このクエン酸回路の開閉
と関連しているとの仮定のもとに以下の実験を行った．

（このようにShewanellaにおける呼吸電子の流れをクエ
ン酸回路経路が完全に機能する場合とそれ以外のみに
分けてしまうのは，いささか簡略化しすぎてはいるが，
それでもこれから述べるように多くのことがわかる．）
一般に，クエン酸回路が機能しているか否かは，ク
エン酸回路阻害剤を加えることで調べることができ
る．たとえば，マロン酸はそのようなクエン酸回路阻害
剤の一種である．クエン酸回路の一部を成す Complex 

IIにおいてはコハク酸がフマル酸へと変換されるが，
コハク酸と構造が酷似したマロン酸を適当量加える
と，それが Complex IIに優先的に結合し，結果として
クエン酸回路が止まることになる（図 6a）．図 6bに
は 0.0 Vおよび +0.4 Vで微生物電流が流れている状態
で系内にマロン酸を加えたときの結果を示す．より大
きな電流が流れている 0.0 Vにおいてのみ，マロン酸
を加えた瞬間に電流が大きく減少し，ここでクエン酸
回路が機能していたことが示唆された．このマロン酸
添加の効果の電位依存性をより詳しく調べるために，
様々な電位で同様の実験を行い，マロン酸添加前後の
電流値を電位に対してプロットしたものを図 6cに示
す．ここからわかるように，外膜シトクロムの中点電
位より負側の領域ではマロン酸添加後に大きく電流が
減少したのに対し，正側の領域では何の影響も見られ
なかった．また，同じような結果が，マロン酸以外の
他のクエン酸阻害剤を加えた場合にも観察された．
これらの結果は，クエン酸回路の活性が外膜シトク
ロムの酸化還元状態に支配されていることを明確にし
ている．すなわち，外膜シトクロムが還元状態となる
ような負側の電位領域では，クエン酸回路が効率的に
機能しているのに対して，外膜シトクロムが酸化状態
となるような正側の電位領域では，クエン酸回路が効

図 5 
Shewanellaにおける電流生成能の電極電位依存性．（a），（b）電
極電位操作による微生物体内の酸化還元状態の制御．（c）0.0 V（実
線）および +0.4 V（破線）における微生物電流の時間変化．（d）
乳酸 1分子が代謝される場合に電極へと流れる電子数．

図 6 
クエン酸回路阻害剤添加の効果．（a）マロン酸のクエン酸回路阻
害機構．（b）マロン酸添加に対する微生物代謝電流の応答．（c）
マロン酸添加効果の電極電位依存性．（d）電位スイッチングに対
する微生物電流の応答．
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率的に機能していないといえる．さらに，この設定す
る電極電位に依存したクエン酸回路活性の変化は，電
極電位操作に対して可逆的であることが明らかになっ
ている（図 6d）．以上の結果から，外部からの電気化
学的操作により，エネルギー生産や生合成において大
きな役割を果たしているクエン酸回路を任意のタイミ
ングで開閉できることが明らかとなった．

5. 遺伝子発現様式の電気化学的制御

Shewanellaで得られた知見をもとに，別属の電流生
成菌 Geobacterの電流生成能の電極電位依存性の検討
を行った．様々な電極電位における代謝電流値を，電
位に対してプロットした結果を示す（図 7）．ここで
も外膜シトクロムの酸化還元状態を境に代謝活性が大
きく変化していることが明らかとなり，Shewanellaで
得られた知見の一般性が確認されたといえる．
さらに，Geobacterの場合は電極上に形成されるバイ
オフィルムがShewanellaの場合に比べ厚いことから，こ
こから分子生物学的手法を用いるのに十分量のmRNA

を採取することができた．そこで，代謝活性（電流値）
が高い電位（0.0 V），低い電位（+0.4 V）それぞれでサン
プルを採取し，それぞれの場合における遺伝子発現パ
ターンをマイクロアレイ法により解析を行った．その
結果，全3402遺伝子のうち，+0.4 Vに比べ0.0 Vにおい
て発現量が2倍以上向上したものが102遺伝子（3.0%），
低下したものが33遺伝子（1.0%）あることがわかった．
発現量が向上した遺伝子の多くは，転写やエネルギー
生産にかかわるタンパク質に対応する遺伝子であっ
た．さらに，高い電流生成能を示した 0.0 Vでは呼吸
鎖複合体や外膜シトクロムといった電流生成に直接関
与するタンパク質にかかわる遺伝子の発現が高くなっ
ていることもわかった 8)．以上の結果から，代謝活性
のみならず，遺伝子発現様式も外部からの電気化学的
操作により制御可能であることが明らかとなった．

6. まとめと今後の展望

本稿では，金属還元菌の代謝経路および遺伝子発現
パターンの電気化学的制御に関する我々の最近の研究
成果を紹介した．冒頭でも述べたように，微生物（生細
胞）体内の代謝経路・代謝活性が体内の酸化還元バラン
スに強く影響を受けることは広く知られている．近年
では，有用物質生産菌に関する研究が盛んであるが，
こうした研究においても，代謝電子を「体外へ捨てた
いときに捨てる」，「体内に入れたいときに入れる」こ
との重要性が認知されつつある．今後は，Shewanellaや
Geobacterなどのモデル微生物で得られた知見を，広く
一般の微生物へと展開することがきわめて重要である．
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図 7 
Geobacterの電流生成能の電極電位依存性．
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1. はじめに

近年，直径が 10 μmをこえるような細胞サイズの巨
大リポソーム（GUV: giant unilamellar vesicle）を比較的
簡便に作製する方法がいくつか開発され，これを用い
て様々な研究がなされるようになってきた 1), 2)．我々
は，神経伝達物質の放出や種々のホルモンや生理活性
物質の細胞外への放出機構であるエクソサイトーシス
（開口放出）について研究を行ってきた．エクソサイ
トーシスとは，細胞内にある分泌小胞（顆粒）と呼ば
れる脂質 2重層膜で囲まれた小胞が細胞膜と膜融合す
ることで，小胞内の内容物を細胞外に分泌する現象で
ある．我々はこの現象を主にマスト細胞という実在の
分泌細胞を用いて研究を行ってきたが，エクソサイ
トーシスの詳細な機構を解明するには，細胞膜や小胞
膜を構成する脂質の成分，細胞内のイオン濃度，膜融
合に関与するタンパク質の有無や濃度などを自由に変
えられる系の必要性を痛感した．まずは，微小なリポ
ソーム（SUV: small unilamellar vesicle）に，細胞膜と分
泌小胞膜に存在するタンパク質を再構成した系で研究
を行ったが 3), 4)，やはり実在の分泌細胞により近い系
の構築が望まれた．そこで我々は，細胞サイズの巨大
リポソーム内に，分泌小胞に相当する微小なリポソー
ムを内封して，エクソサイトーシス様の分泌を行う人
工の分泌細胞をつくることを試みた．その結果，ある
条件下では，タンパク質なしに，脂質成分だけでエク
ソサイトーシス様の分泌を誘導できることを見いだし
た 5)．また，最近エクソサイトーシスの逆の過程，す
なわち，細胞外部のものを膜で包み込み，小胞として
細胞内に取込む過程であるエンドサイトーシスのモデ
ル系 6)も構築したのでこれについても紹介する．

2. 人工エクソサイトーシス系の構築

エクソサイトーシスのモデルとなる人工分泌細胞に
は，最低限細胞膜と分泌小胞に相当するものが必要で

ある．そこで，膜の脂質成分に水溶性高分子の PEG

（polyethyleneglycol）修飾脂質を用いる Yamazakiらのグ
ループの方法 7)で細胞サイズの GUVをつくった．こ
の時，予め調製しておいた SUVを，リン脂質薄膜
（GUVの膜となる）を水和させる水溶液にいれておく
と，SUVが GUV内に封入される．もちろん，GUV

に SUVを封入しただけでは，エクソサイトーシス様
の分泌はおこらない．一般に，エクソサイトーシスは
細胞刺激によって生じる，細胞内の Caイオン濃度上
昇がトリガーとなっておこる．そこで，我々は外液に
Caイオンが存在する条件下で Caイオノフォアである
イオノマイシンを添加することで GUV内の Caイオ
ン濃度上昇を引きおこし，エクソサイトーシス様の分
泌を誘導することを試みた．酸性のリン脂質であるホ
スファチジルセリン（PS）を含むリポソームは，2価
のカチオンにより膜融合が誘導されることが知られて
いるので，PSを SUVと GUVの膜成分に加えておけ
ば，イオノマイシンによる GUV内の Caイオン濃度
上昇によって，SUVと GUVの融合，すなわちエクソ
サイトーシス様の分泌がおこると期待された．
一方，エクソサイトーシス様の分泌がおこったかど
うかの検出も行わなければならない．エクソサイトー
シスは小胞膜と細胞膜の融合によっておこる分泌であ
るので，膜融合と分泌の両方を検出する必要がある．
そこで，SUVの構成脂質として NBDで蛍光標識した
リン脂質を加え，さらに SUV内に水溶性の蛍光色素
であるスルホローダミンを封入した．エクソサイトー
シス様の分泌がおこれば，SUV膜にある NBD標識し
たリン脂質は膜融合により GUVの側に移行し，GUV

膜が NBDの蛍光をもつようになり，同時に SUV内
に封入されたローダミンは GUVの外に放出され，
GUV内のローダミンの蛍光は減少するはずである．
以上の系で，イオノマイシン刺激によって GUV内
で Caイオン濃度が上昇することを Ca感受性蛍光色
素で確認した上で，エクソサイトーシスの誘導を試み
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たが，エクソサイトーシス様の分泌は検出されなかっ
た．そこで，膜融合の駆動力として，SUV内と GUV
外に浸透圧差をかけることによって膜融合をドライブ
することを試みた．図 1は，GUV内液の浸透圧（SUV
内も同じ）に対して，GUV外液の浸透圧を 4倍にし
た場合の例で，イオノフォア刺激の前には GUV膜の
領域には NBDの蛍光が見られないが（図 1a），刺激
後には NBDによって GUVの輪郭が明確になり，直
径も 10%ほど増大した（図 1b）．実際，蛍光強度の
経時変化を見ると GUVの輪郭部分の蛍光強度（緑色）
が上昇し，それと同時に GUV内部のローダミンの蛍
光強度（赤色）が減少するのがわかる（図 1c）．
条件をいろいろ検討した結果，このタンパク質を含

まない系では，エクソサイトーシス様の分泌を Caイ
オンで誘導するには，酸性リン脂質の PSと 4倍以上
程度の浸透圧差が必要であることがわかった．浸透圧
差による水の流れが膜融合を促進するものと考えられ
る．また，画像から判断すると，膜融合はずっと続く
わけではなく，おもに GUVの膜に近い部分にある
SUVのみが GUVと融合し，それ以後はあまり進行し
ないようである．今後は，脂質の種類の影響，pH，
コレステロールの影響，ラフト様構造，脂質 2重層間
の脂質の非対称分布などの関与の検討を行うととも
に，実在の細胞で見られる膜融合に関与する SNARE
タンパク質を膜に再構成した場合も調べていく予定で
ある．

3. 人工エンドサイトーシス系の構築

エンドサイトーシスはエクソサイトーシスとは逆の
過程で，細胞膜が陥入して細胞外の物質を取り込みな

がら小胞状にくびれて，引きちぎれ，小胞となって細
胞内に取り込まれる現象である．関与するタンパク質
はエクソサイトーシスとはまったく異なるが，膜の動
きはほぼまったく逆向きといえる．では，細胞サイズ
の GUVでエンドサイトーシスが再現できるであろう
か．もちろん GUVだけを放置しておいて GUV膜の
陥入がおきることは観察されない．そこで GUVが取
り込む細胞外物質として，調製や表面修飾が容易で，
ドラッグデリバリーにもよく用いられるポリ乳酸・グ
リコール酸（PLGA）粒子を用いて，GUVのエンドサ
イトーシス様の取りこみについて，その可能性を探っ
た．PLGA粒子は直径が 220 nm程度で，表面が負電
荷を帯びている（電位が 27 mV程度）．これをカチ
オン性のポリマーであるキトサンで表面をコートする
と，粒子の直径は 350 nm程度の粒径となり，表面電
荷も正となる（電位が 27 mV程度）．細胞サイズの
GUVとこれらの粒子を共存させると，特にキトサン
でコートしたものは負電荷を帯びた GUV膜と静電的
に相互作用して，GUV内に取り込まれることが期待
された．しかしながら，確かにキトサン修飾によって
GUVとの吸着はおこるが，エンドサイトーシス様の
取り込みはほとんど観察されなかった．そこで，非イ
オン性の界面活性剤である P80で表面をコートした
PLGA粒子を用いてみた．界面活性剤が GUVの局所
的な変形を誘導することが報告されていたからであ
る．P80で表面をコートした PLGA粒子の粒径は
210 nm程度で，電位は 28 mV程度であった．GUV
に加えると，P80修飾した粒子は，GUV内に取り込
まれるのが観察された（図 2）．PLGA粒子を 6-クマ

図 1  

蛍光標識した人工エクソサイトーシス系．イオノマイシン刺激前
（a）と刺激後（b）の共焦点蛍光画像および GUV内部と GUV膜
領域の蛍光強度の時間経過（c）．

図 2  

GUVによる PLGA粒子のエンドサイトーシス様の取込み．GUV

（ローダミン PE標識；赤色）と PLGA粒子（クマリン標識；緑色）
が接触（0秒；a左矢印）し，GUV内に取り込まれた（24秒後；a

右）．多くの粒子がとりこまれた例（b，左からクマリン，ローダ
ミン，マージ画像）．bの白線上（c上）および矢印の粒子の部分（c

下）の蛍光強度をプロットした．緑の蛍光（粒子）を赤い蛍光
（GUV由来の膜）がとり囲んでいる．
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リンで蛍光標識し，GUV膜をローダミン標識したホ
スファチジルエタノールアミン（PE）で蛍光標識し
ておくと，GUV内に取り込まれた PLGA粒子（緑色）
は GUV膜由来の膜（赤色）で取り囲まれていること
がわかった．このことは，粒子がエンドサイトーシス
様に取り込まれたことを意味する．
キトサン修飾粒子は，粒子径が大きいので GUVと

の接触面積が大きく，また，静電的にも GUVとの相
互作用が強いと思われるが，エンドサイトーシス様の
取り込みはおきなかった．GUV内に取り込まれる以
上，粒子と GUVの接着は必要であるが，それよりも
P80のもつ局所的な膜変形能や膜物性への影響が大き
いことが示唆された．さらにエンドサイトーシス様の
取り込みが完了するには，粒子を取り囲んだ GUV由
来の膜がくびれて融合し，切り離される（pinch-off ）
必要があるが，界面活性はこの膜融合の促進にも寄与
していると思われる．

4. おわりに

ここで示したエクソサイトーシスやエンドサイトー
シスのモデル系は，タンパク質をまったく含まない，
脂質のみの系であるので，実在の系とはかなり異なっ
たものであり，したがって，観察される現象は似てい
ても，背景にあるメカニズムは当然異なるものであ
る．しかしながら，脂質だけでできることと，できな
いことを明らかにしていくこと，そして，なぜ脂質だ
けでできるのか，できないのか，を解析していくこと
は，エクソサイトーシスやエンドサイトーシスのメカ
ニズムの解明や理解に役立つものと思われる．
また，脂質のみからなる単純な系において，外界と

の物質のやり取りが，単なる物質の膜中拡散だけで行
われるのではなく，膜小胞を介して行われ得ること
は，エクソサイトーシスやエンドサイトーシスのメカ
ニズムの進化，もっと大きくは，生命の進化にも関係
しているのではないかと期待している．
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イオノフォア
Ionophore
生体膜や人工膜に作用して，膜のイオン透過性を
あげる物質で，おもに抗生物質である．Caイオン
を選択的に透過させるイオノマイシンや A23187，

Kイオンを選択的に透過させるバリノマイシン，
カチオン透過性のグラミシジンなどがよく知られ
ている．（098ページ） （平嶋ら）

※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

生物のゲノムにコードされているタンパク質は進化
の所産であり，一般に，必要な構造や機能が保持され
る限り許されるアミノ酸置換が起こっている．配列解
析の分野では，こうしたアミノ酸配列の進化情報の利
用は，遠縁タンパク質の検出や 2次構造予測，コンタ
クト予測等に有効であることが知られている．遠縁タ
ンパク質の検出には，タンパク質アミノ酸配列のマル
チプルアラインメントから計算されるプロファイルと
称されるスコアテーブルが利用される．ここでプロ
ファイルとは，一般に，同族であると推測されるアミ
ノ酸配列のマルチプルアラインメントの各残基位置に
おける 20種類のアミノ酸ごとの出現傾向をスコア化
したものであり，進化上許容された，残基位置特異的
なアミノ酸の置換パターンが表現されているものと考
えられる．高速近似局所アラインメント法である
BLASTが，このプロファイルと逐次的探索を組み合
わせることで，非常に強力な遠縁配列検出法である
PSI-BLAST

1)に発展したことは，周知の通りであろう．

2. プロファイルの種類

近年，より効果的な配列情報の活用のため，問い合
わせタンパク質とデータベース中のタンパク質の双方
の配列についてプロファイルを作成し，それらの比較
を行うプロファイル比較と呼ばれる手法の研究が盛ん
になってきている．筆者らの開発した FORTE

2)も，
そうしたプロファイル比較法の 1つである．FORTE

は，相関係数をプロファイルカラム間類似性尺度とし
て利用することにより，タンパク質間の類似性検索感
度を上昇させた強力なプロファイル比較法である．研
究を進めるにつれ，配列情報のみから作成されたプロ
ファイルを利用することで，遠縁タンパク質のみなら

ず，構造類似タンパク質の検索が可能であることが明
らかとなり 3), 4)，配列情報に基づくプロファイルに構
造情報を含むことが示唆された．一方，これまで超 2

次構造予測等に，タンパク質の類縁関係（＝進化情報）
ではなく，立体構造分類に基づくプロファイルを用い
る試みがなされてきた．これは任意の立体構造を形成
する上で，各残基位置に必要な（あるいは許容され
る）アミノ酸の物理化学的性質を抽出するために考案
された．こうした作成方法の異なる 2種類のプロファ
イルを比較し，その共通点を抽出すること（以降，ク
ロスプロファイル解析）で，配列情報に基づくプロ
ファイルに含まれる構造情報の同定が可能になるので
はないかと考え，タンパク質セグメントの構造分類
データベース ProSegが提供するプロファイルと，立
体構造既知タンパク質の配列情報に基づく FORTEラ
イブラリのプロファイルの網羅的比較を行った．

ProSeg
5)には，同一残基率 25%で非冗長化された構

造既知タンパク質のセットから網羅的に抽出された，
9残基長および 15残基長のタンパク質セグメントの
二面角に基づくベクトル量子化による分類結果がおさ
められている．構造分類に基づくプロファイルは，セ
グメントの上記分類により得られた各クラスタ内での
残基位置における 20種類のアミノ酸ごとの出現頻度
に基づき計算された．

3. クロスプロファイル解析

今回の解析 6)では，ProSegの構造分類に基づくプロ
ファイルを問い合わせとして，FORTEライブラリの
配列プロファイルのセットに対して FORTEを用いて
類似性検索を行った．先述のように，FORTEは相関
係数を類似性尺度として用いているため，比較される
プロファイル間のスケールや単位等の相違は問わな
い．Zスコア 8以上のプロファイルペアを統計的に有
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意な類似ペアと見なした．
このクロスプロファイル解析の結果，9残基長およ

び 15残基長のいずれにおいても，構造分類に基づく
プロファイルに類似した領域をもつ配列プロファイル
が同定された．類似ペアに関して，そうした領域のと
る立体構造と，対応する ProSegのセグメントクラスタ
の構造を比較すると，ほとんどの場合構造類似性が観
測された．これは，異種プロファイルの比較でも構造
類似性検索が成立していることを示している．今回検
出されたペアでは，ある ProSegクラスタのプロファイ
ルに対して 1つのタンパク質族プロファイルのみが類
似しているケースが多く見られる一方，1つの ProSeg
クラスタのプロファイルに対して，異なるタンパク質
族のプロファイルが類似している例も観測された．

4. 単体で構造を有するタンパク質セグメント

-ヘアピン様構造を有するセグメントクラスタの
1つから生成された 15残基長の ProSegプロファイル
には，2つの異なるタンパク質族のプロファイルに類似
領域が存在した．その1つは，主に真正細菌に存在する
adenylylsulfate reductase（以下 AR）であり，もう 1つは
真核生物に存在する trypsin inhibitor（以下 TI）であっ
た（ProSegのクラスタメンバーは，特定のタンパク質
族に由来するものではない）．クロスプロファイル解
析により，このように機能や全体構造が違う，おそら
く異なる祖先タンパク質から派生したタンパク質族に
おいて，類似したアミノ酸置換パターンおよび，該当
セグメントの立体構造類似性を有する例を同定した．
こうしたまったく異なる環境中で共通した性質を有

する -ヘアピン様セグメントが単体で安定か否かを検
証するために，筆者らは構造分類に基づくプロファイ
ルに対して最高スコアを与える人工的なアミノ酸配列
をもつ 15残基長のペプチド（TIIMWYYDPETGEWW）
を作製した．このペプチドの水溶液中でのふるまいを
遠紫外 CDにより測定したところ，室温では単体で
-ヘアピン様構造を有し，熱変性によりその 2次構造
を失うものの，降温により可逆的に巻き戻ることが確
認された 6)．このことは，構造分類に基づくプロファ
イルが，立体構造形成のために，各残基位置で必要と
（あるいは許容）されるアミノ酸の性質を表現するも
のであることを示している．

TIは小型タンパク質であり，-ヘアピン様構造が
その機能および全体構造と密接に関連することから，
配列置換の多様性は比較的限られているのに比べ，
ARでは，該当部分のそうした制約の少なさから比較的

配列が多様化しており，おのおのの祖先配列推定の結
果からはその配列が TIの方向に収斂するかのように
見える一群も観測された（図 1）．これらのセグメント
では，-ヘアピンのターンの部分について，グリシン
等構造形成に重要と考えられる特徴的な残基の保存傾
向が見られた．また本解析にて見いだされた配列単体
で -ヘアピン様構造を形成したことは，タンパク質
設計への手がかりにもなると考えられる．今後は，新
たな構造分類等を基に，配列プロファイルと立体構造
のより一般的な関係を明らかにできればと考えている．

文　献
 1) Altschul, S. F. et al. (1997) Nucleic Acids Res. 25, 3389-3402.
 2) Tomii, K., Akiyama, Y. (2004) Bioinformatics 20, 594-595.
 3) Tomii, K. et al. (2005) Proteins 61, 114-121.
 4) 富井健太郎 (2006) 生物物理 46, 106-110.
 5) Sawada, Y., Honda, S. (2009) J. Comput. Aided Mol. Des. 23, 

163-169.
 6) Tomii, K. et al. (2012) BMC Bioinformatics 13, 11.

図 1  
配列空間上での ARと TIタンパク質セグメントの配列進化の模式
図．×はおのおのの推定祖先配列を，実線は ProSegのプロファイ
ルから計算されるスコアの等高線を，破線は現存する配列群を，
矢印は進化の方向を示す．黄色で描画したセグメントが該当領域．
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1. 研究の背景：神経コーディングとはなにか

脳科学で扱う多岐にわたる問題の中で古くから中心
的な話題の 1つである神経コーディング（Neural cod-

ing）の問題を概説し，この問題に対して現代的な統
計モデルによる解析が果たす役割を我々の研究成果も
交えて紹介する．
神経コーディング研究とは外部からの刺激や動物の

知覚・行動と神経活動の対応関係を明らかにしようと
する研究である 1)．具体的な取り組みを説明する前
に，まず脳の神経細胞の情報伝達の仕組みをおさらい
しよう．神経細胞は他の神経細胞に接続しネットワー
クを形成している．樹状突起と呼ばれる入力接続部に
他の多数の細胞から信号が伝わると，神経細胞は活動
電位またはスパイクと呼ばれる電位波形を生成する．
活動電位は信号出力部である軸索を伝わり他の細胞へ
伝達される．こうして信号の伝達はスパイクというイ
ベント事象によって担われる．したがって，通常の神
経コーディング研究では外部刺激や行動と神経細胞の
スパイク生成時刻の時間的・空間的特徴との対応関係
が調べられる．
特に知覚を担う神経コードは注意深く設計された心

理実験と電気生理実験を組み合わせることで明らかに
されてきた（図 1参照）．これらの研究では，まず外
部刺激と内的な感覚の対応関係を定量的に明らかにす
る心理実験を行い，次に同様の条件下で神経活動を記
録し，得られた神経活動によって心理実験の結果を説
明できるか検証する．このとき検証すべき神経活動の
特徴を抽出するツールとして統計モデルを活用するこ
とが近年欠かせなくなってきている．

2. 神経コーディング研究と統計モデル

神経コードを調べるための代表的な統計モデルに地
震学・疫学・保険数学などイベントを扱う分野で使用
される点過程モデルがある．この節では点過程モデル
を用いた神経コーディング研究の例を挙げる．古典的
な電気生理実験では刺激や行動に対する単一神経細胞

の活動頻度が調べられる．通常，活動頻度は時々刻々
変動するため，神経コードの点過程モデルとして時間
変動する生成頻度（変動レート）を考慮した最も単純
な点過程モデルである非一様ポアソン過程が用いられ
る．このモデルでは変動レートに基づき個々のイベン
トが独立に生成される．現在も多くの電気生理学研究
がこの仮定に基づき，神経細胞の活動頻度の時間変動
プロファイルを図示し，評価基準としている．
一方で，動物の行動を説明するのに変動レートモデ
ルでは不十分とする報告もある 2)．マウスの視覚弁別
課題の成績と，同じ視覚刺激に対する網膜神経節細胞
の応答を比較したこの研究では，応答データから変動
レートのみを抽出して弁別を行った成績が動物の成績
に劣ることから神経コードとしての変動レートモデル
が否定された．この結果はこのモデルで捉えられてい
ないスパイク事象間の相関が視覚弁別に使われている
ことを示唆している．
神経細胞集団による情報表現についての研究でも統
計モデルが重要な役割を果たす．ラットの海馬体には
ラットが特定の場所に位置すると活動する神経細胞が
存在する（場所細胞）．Brownらはラットの位置と場
所細胞の活動頻度の関係を点過程を用いてモデル化し
た．そして点過程に対するフィルタ理論を構築し，複
数の場所細胞の活動からラットの位置を正確に逐次推
定できることを示した 3)．Brownらの研究は点過程を
用いた神経コーディング研究の基礎技術を提供し，そ
の後の多くの研究の基盤となっている．

3. 神経細胞の同期的活動によるコーディング

神経細胞はネットワークを構成し協調して情報を処
理している．したがって複数神経細胞間の依存関係に
も情報がコードされている可能性がある．中でも複数
の細胞が数ミリ秒というきわめて短い時間内に同時に
活動することが注意や期待という脳の高次機能を説明
するとする仮説がある．この仮説を統計モデルを用い
て検証した我々の研究を紹介する．
この仮説の下では，神経細胞の集団としての依存関
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※図 1，図 2は，電子ジャーナル（https://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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係を表す「高次相関」に注目する必要がある．なぜな
ら集団としての挙動は二体の相関を調べただけでは見
過ごされる可能性があるからである．図 2a（右パネ
ル），図 2bは高次の依存関係があるが 2次相関がな
いスパイク列の例である．2次相関解析ではこれらの
細胞は独立に活動していると結論する危険がある．
高次相関を伴う同期活動は細胞集団が共通入力を受

けて活性化された場合に見られる可能性があり，その
存在が十分に予測される（図 2c）．こうした同期的神
経活動は動物の行動や脳の内部状態の変化に応じて動
的に生成されると考えられる．しかし，これまで動的
な高次相関を直接推定する手法がなかったため，この
仮説を検証できなかった．そこで我々は変動する高次

相関を推定することのできる手法を開発した 4)．本手
法はカーナビなどでの位置推定にも使用されるカルマ
ンフィルタ技術をスパイクのような離散事象の観測に
対応できるよう拡張した手法で，複数神経細胞の相互
相関を時々刻々推定できるはじめての手法である．
本手法を用いて仏の研究チームから報告された遅延
課題遂行中のサルの 1次運動野の神経細胞の活動デー
タ 5)を再解析した．この実験ではサルは行動準備信号
の後の 600・900・1200・1500 msのいずれかのランダ
ムな待ち時間後に現れる行動開始信号を待ってタッチ
スクリーンを触るよう訓練される．図 2dは待ち時間
が 1500 msの試行における 3つ神経細胞の 3次相関の
ダイナミクスである．運動開始の合図までの準備期間
（0-1500 ms：腕が動いていない状態）における神経活
動において，活動頻度とは独立に高次相関が時間選択
的に有意に上昇する．これは行動開始への期待・予測
に関連して 3つの細胞が 1つの集団として活動するこ
とを示し，脳の内部状態の神経コードとして神経細胞
間の高次相関が有効であること示す結果である．

4. 今後の展望

神経コーディング研究に統計モデルが果たす役割は
ますます大きくなっている．精度の高い神経補綴技術
（脳でコンピュータ・機械を操作する技術）もこうし
た統計モデル研究から生み出されると予想され，技術
の臨床応用を含め実社会への貢献も期待される．

謝　辞
紹介した我々の研究は甘利俊一教授，Emery N. 

Brown教授及び Sonja Grün教授との共同研究の成果で
あり各教授に感謝致します．またデータを提供して頂
いた Alexa Riehle教授にも感謝致します．
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5941.
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図 2  

（a）独立・2次相関・3次相関による神経活動の違い．（b）8個の
神経細胞の高次相関を伴う活動．（c）高次相関を生み出す仮想的
なネットワーク．（d）1次運動野の 3つの神経細胞の 3次相関の
強さ．a，dは文献 4より改変．

図 1  

神経コーディング研究．故 Kenneth O. Johnson氏の講義資料を基
に著者が作成．
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1. はじめに：脳機能の新しい役者，アストロサイト

脳といえば神経細胞だが，近年神経細胞をとりまく
グリア細胞にも注目が集まっている．グリア細胞は長
らく脳の環境を維持し，神経細胞の生存・活動をサ
ポートするだけの細胞であると思われてきたが，脳機
能においてもっと積極的な役割を担っていることが明
らかになってきた．特にグリア細胞の一種，星形のア
ストロサイトは，神経伝達制御の新しい担い手として
大きな脚光を浴びている．アストロサイトの細胞内
Ca2濃度の変化（Ca2シグナル）が神経伝達の効率を
制御することが相次いで報告された 1), 2)．一連の発見
をふまえて，神経細胞の前シナプスと後シナプスに加
えこれらに接するアストロサイトの突起を含んだ三者
間シナプスという構造が新しい脳の情報処理の単位と
して認められつつある 3)．この概念はこれまで神経細
胞の活動だけで説明してきた記憶学習をはじめとした
脳機能を，神経細胞とアストロサイトの連携によるも
のとして再検討する必要があることを示唆している．

2. アストロサイトの活動の開始点はこれまで 
見過ごされていた「突起」である

さて，脳機能におけるアストロサイトの役割を正確
に評価する上で，アストロサイトの活動，すなわち
Ca2シグナルを詳細にモニターする方法は欠かせな
い．アストロサイトは中心にある核を含む細胞体と，
それをとりまく複数の突起からなっている．アストロ
サイトは突起において神経細胞のシナプスに接してい
るため，神経伝達の制御を行う現場である突起の Ca2

シグナルは重要である．ところがこれまでほとんどの
先行研究では主に細胞体の部分のみに導入されてしま
う Ca2感受性色素が用いられてきた 4)．このために肝
心の突起の活動はほとんど観察されていなかった．
Ca2感受性蛍光色素の代わりに GFPをベースとした
遺伝子コード型 Ca2センサー GCaMP2 5)および
GCaMP3 6)を海馬培養アストロサイトに発現させたと
ころ，突起にいたるまでセンサーが分布し，突起の活

生物物理 53（2），105-106（2013）
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※図 1–図 4は，電子ジャーナル（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．

動を観察することに成功した．さらにアストロサイト
の Ca2シグナルを引き起こす主な受容体の 1つ代謝型
グルタミン酸受容体（mGluR）を活性化させたところ，
ほぼすべての細胞で Ca2シグナルがこれまで見過ご
されていた突起から始まることを見いだした（図 1）．
一部の細胞においては突起にのみ Ca2シグナルが見
られたことからも，これまでの細胞体の Ca2シグナ
ルの観察のみでは，アストロサイトの反応を正しく評
価できていなかった可能性が示された．

3. 拡散障壁がアストロサイトの活動を仕切る

次に突起から Ca2シグナルが始まりやすい理由を
調べるために，Ca2シグナルを引き起こす受容体
mGluRの分布を免疫染色法で調べたところ，mGluR
が突起部分に多く存在していることがわかった．そこ
で mGluRが突起に集まった状態を維持できる仕組み
を明らかにするために，内在性の mGluRを，その細
胞外ドメインを認識する抗体を介して量子ドット 7)で
標識した．量子ドットとは 15-25 nmの半導体素材か
らなるナノ結晶で，従来の蛍光色素よりも明るく光安
定性に優れている．1分子レベルでの追跡を行った結
果，mGluRは細胞膜上を動くことはできるものの突

図 1  
（a）アストロサイト全体の mGluRを同時に刺激したときの
GCaMP2の蛍光強度の変化．（b）左：GCaMP2を発現させたアス
トロサイト．突起を含む細胞全体に分布している．右：突起と細
胞体における GCaMP2の蛍光強度の時系列変化．
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起と細胞体の間を移動できないことが明らかになった
（図 2）．つまり突起と細胞体の間に mGluRに対する
拡散障壁があることがわかった．

mGluRの全長または細胞内領域をアストロサイト
に強制的に発現すると，mGluRが突起と細胞体の間
を行き来できるようになった（図 3）．この環境下で
は，mGluRはアストロサイト全体に均一に分布し，
細胞体からも Ca2シグナルが生じやすくなることを
確認した．アストロサイトは mGluRに対する拡散障
壁を突起と細胞体の間に設けることで，mGluRが集
中した状態を維持し，突起部分に Ca2シグナルを発
生させやすくしていることがわかった 8)．
興味深いことにアルツハイマー病やてんかんなどの

脳疾患では mGluRの発現量増加に伴う時空間的に異
常な Ca2シグナルが観察されている 9), 10)．これらの
疾患では mGluRの発現量増加が拡散障壁の機能を飽
和することで，異常な Ca2シグナルを引き起こして
いる可能性がある．

4. おわりに

1つのアストロサイトは突起を介して 10万個以上
のシナプスに接し，これらを制御している．今回はじ
めて観察された拡散障壁は Ca2シグナルの開始点を
突起に限定することで，それぞれの突起によるシナプ
スの独立な制御を可能にしていると考えられる

（図 4a）．一方で脳疾患のアストロサイトに見られる
ような mGluRの発現量増加によるグローバルな Ca2

シグナルはすべての突起によるシナプスの制御を同期
することにより過興奮を引き起こし，これらの疾患の
発病機序にかかわっている可能性がある（図 4b）．今
後アストロサイトと神経細胞の密接な連携を研究する
ことによって，神経細胞の研究だけでは解けなかった
脳の生理と病理に関する多くの謎が解き明かされるこ
とが期待される．
謝　辞
本研究の貴重な第一歩を提供して下さった中村健博
士と順天堂大学医学部生理学第 2講座の中村京子助
手，および（独）理化学研究所脳科学総合研究センター
発生神経生物チームの皆様に心より御礼申し上げます．
文　献
 1) Perea, G. et al. (2007) Science 317, 1083-1086.
 2) Henneberger, C. et al. (2010) Nature 463, 232-236.
 3) Perea, G. et al. (2009) Trends Neurosci. 32, 421-431.
 4) Agulhon, C. et al. (2010) Science 327, 1250-1254.
 5) Tallini, Y. N. et al. (2006) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 4753- 

4758.
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図 2  
（a）アストロサイト上の量子ドットで標識されたmGluRが，10
分間に動いた範囲（白）（電子版では緑）．（b）mGluRの細胞体と
突起間の移動は妨げられている．

図 4  
（a）正常なアストロサイト　（b）脳疾患における mGluRを大量発
現しているアストロサイト．

図 3  
（a）mGluRを過剰発現したアストロサイト上で，量子ドット標識
mGluRが，10分間に動いた範囲（白）（電子版では緑）．（b）mGluR
は細胞体と突起間を自由に移動できる．
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1. アミロイド線維

アミロイド線維はタンパク質が間違った構造をとり形
成される線維状の凝集体である．生体組織へのアミロイ
ド線維沈着を伴う疾病をアミロイドーシスと総称し，プ
リオン病や透析アミロイドーシスなど，30種類程度ある
ことが知られている1)．しかし，アミロイド線維そのもの
が疾病の原因であるかどうかは未だ議論が続いている．
これまでの様々なタンパク質の線維形成過程の観察

から，線維の前駆タンパク質が「部分変性」する条件
では，生理的条件下に比べより早く確実に線維形成を
観測できることがわかってきた．このことから，いず
れのタンパク質においてもこの部分変性状態を経由し
て線維伸長が進行すると考えられるようになってき
た 2)．透析アミロイドーシスの原因タンパク質である
β2ミクログロブリン（β2m）も酸性条件下で残余構造
を持つ変性状態をとり，この状態からアミロイド線維
を形成することが知られている．
近年我々は，酸性条件下での β2mの核依存伸長反

応において，モノマーと線維が非特異的に相互作用す
る過渡的な中間体状態が存在することを報告した 3)．
中間体形成の機構を理解することで，β2mや他のア
ミロイド線維の形成阻害の方法確立に寄与できると期
待される．そこで筆者らは溶液 NMRの様々な手法を
利用し，核依存伸長におけるこの過渡的な複合体の
キャラクタライズを行い，β2mの線維形成機構につ
いての知見をアミノ酸残基レベルで得た．本稿ではこ
の研究の結果について紹介する 4)．

2. R2緩和分散法によるモノマー構造の同定

はじめに，線維形成の始状態である酸変性 β2mの
構造や運動性を R2緩和分散法を用いて調べた．その
結果，20-50番目と 60-85番目の残基の領域で有意な
Rexを示すことがわかった（図 1）．定性的には，これ
らの残基がミリ秒オーダーで何らかの構造転移をして
いることを示す．
この構造転移をさらに調べるため，我々は尿素変性

状態の β2mの化学シフト値を調べ，ある関係式に基
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アミロイド線維伸長時に現れる過渡的複合体の
実体
柳浩太郎，櫻井一正　大阪大学蛋白質研究所

Th e Monomer-Seed Interaction Mechanism in the Formation of the β2-Microglobulin Amyloid Fibril Clarifi ed by Solution NMR Techniques

Kotaro YANAGI and Kazumasa SAKURAI

Institute for Protein Research, Osaka University

※図 3，図 4は，電子ジャーナル（https://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 
酸変性 β2mの R2緩和分散法の結果．有意な Rexを示す残基は部分
変性状態と完全変性状態との平衡にあることを示す．図上部には
天然構造中の βストランドの位置（A-G）を示す．

づき理論的な Rex値を求めた．その値は，緩和分散実
験から得られた Rex値と良い相関を示したことから，
意外なことに酸変性 β2mは溶液中で部分変性構造と，
さらに構造が広がった完全変性構造との平衡にあるこ
とがわかった（図 4，点線枠）．

3. 転移交差飽和法による相互作用領域の同定

続いて，転移交差飽和法を用い β2mモノマー中，
線維核と相互作用している残基の同定を試みた．本方
法は，モノマーが線維核との結合状態と解離状態との
平衡にある条件下で行う．そこで線維形成量の塩濃度
依存性を調べ（図 2），モノマー状態：結合状態＝ 3：1

となる塩濃度で本測定を行った．
実験は [

1
H,

14
N]標識 β2mで作製した線維核溶液に

[
2
H,

15
N]標識 β2mモノマー溶液を混合し，線維核を選

択励起し，交差飽和によるモノマーの NMR信号強度
減少を調べた．その結果から，線維と相互作用してい
るモノマー β2mの残基を同定した（図 3）．興味深い
のはこれらの残基が，緩和分散法から構造転移を示す
とわかった残基と概ね一致したことである．これらの
相互作用領域には疎水性残基が多く含まれることか
ら，線維との相互作用には主に疎水性相互作用が寄与
することが示唆された．

4. モノマーと線維核の相互作用機構

以上の結果を踏まえ，我々は酸性条件下での β2m

の核依存アミロイド線維の形成機構を提案した．始状
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態であるモノマー 2mは部分変性構造と完全変性構
造の間の平衡にある．前者において埋もれている疎水
性残基が後者において溶媒に露出し，疎水性相互作用
によりアミロイド線維核と相互作用することで，過渡
的な複合体を形成すると考えられる．しかし，この複
合体状態は非特異的な相互作用によるものと考えられ
ている 3)．この疎水相互作用が主要な会合状態から，
その他の相互作用も含む最安定なアミロイド線維構造
に転移していくのである（図 4，実線枠）4)．

図 2  

線維量（チオフラビン T蛍光）とモノマー量（1
H NMR信号強度）

の塩濃度依存性．点線は転移交差飽和実験を行った塩濃度
（12 mM NaCl）を示す．

今回の結果から我々が主張したいのは，真のアミロイ
ド線維の前駆体はこれまで言われてきた部分変性状態で
はなく完全変性状態ではないか，ということである．そ
してこの考えは他の条件や他の前駆タンパク質のアミロ
イドの線維形成にも当てはまるのではないかと考えて
いる．たとえば，生体内の2m線維にはN末端が6残
基欠損したN6-2mが多く含まれる5)．このN6-2m
は生理的条件下で部分変性状態にあるためアミロイド
線維の前駆体と考えられているが，完全変性状態と平衡
に存在していることが示されているため，生理的条件下
でも完全変性状態が真の前駆体である可能性がある．
我々の提案を基にすると，アミロイド線維形成阻害の
薬剤のターゲットとするべきなのはこの完全変性状態
だと考えられる．それは，存在する原因タンパク質量よ
り少ない量の薬剤投与でも，線維形成を阻害しうるか
らである．これまで，完全変性状態を認識する分子を利
用することで線維阻害を示した例もある 6)．今後，アミ
ロイド線維形成の研究は溶液中に少量存在する分子種
にも目を向けた研究をしていく必要があると思われる．
謝　辞
本稿で紹介した研究は，大阪大学蛋白質研究所の後藤
祐児教授の指導の下，同研究所の吉村優一博士，李映昊
博士，池上貴久博士，サントリー生命科学財団の小沼剛
博士，菅瀬謙治博士，福井大学の内木宏延教授のご協力
を得てなされたものです．ここに深く感謝いたします．
文　献
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 2) Chiti, F., Dobson, C. M. (2009) Nat. Chem. Biol. 5, 15-22.
 3) Chatani, E. et al. (2010) J. Mol. Biol. 400, 1057-1066.
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図 4  

本実験データから提唱される 2mアミロイド線維伸長機構．緩和
分散実験から酸変性 2mは溶液中で部分変性構造と完全変性構造
の平衡にあることがわかり，転移交差飽和法からより疎水面を露
出した完全変性構造が線維核と相互作用し過渡的な複合体を形成
することが示された．

図 3  

（A）転移交差飽和法によるモノマー 2mの線維核への相互作用
領域の同定．線維非存在下（黒点）と比較し線維存在下で有意に
NMR信号強度が減少している残基は，線維核と相互作用している
ことを示す．（B）2mアミノ酸配列の疎水性度プロット．
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1. はじめに

対象までの距離，すなわち奥行きを判断することは
視覚の重要な機能の 1つである．奥行きを絶対的に判
断するためのメカニズムは動物によってさまざまで，
たとえばヒトを含む多くの動物は両眼視差（左右の眼
の見え方の違い）を利用している 1)．また，カメレオ
ンなどはレンズの調節を，カマキリなどは運動視差
（頭部を左右に動かした際にどれだけ対象が動いて見
えるか）を利用することが知られている．そのほか
に，原理的にはピンぼけした像のぼけ量（像がどれだ
けピンぼけであるかという情報）から絶対的な距離情
報を得ることが可能だが 2)，このようなメカニズムを
持つ動物はこれまでに知られていなかった．ヒトはピ
ンぼけの情報から対象同士の相対的な位置関係を大雑
把に把握することができるが 3)，絶対的な距離を知る
ことはできない．今回われわれの研究により，ハエト
リグモの一種 Hasarius adansoniがピンぼけ像のぼけ量
から絶対的な奥行き知覚を行うことが強く示唆され
た 4)ので紹介したい．

2. “ピンぼけ像のぼけ量に基づく奥行き知覚”仮説

ハエトリグモは視覚によって獲物を見つけ，左右 4

対の眼のうちの 1対である主眼と呼ばれる眼でハエな
どの獲物までの距離を見積もって 5)，正確なジャンプ
で獲物を捕らえる．ところが主眼は左右の視野が重な
らず 6)，レンズの調節の機構を持たないことから，ど
のように奥行きを知覚するか不明だったが，われわれ
はその手がかりを主眼の特殊な網膜構造に見いだし
た．主眼の網膜では，視細胞の光をとらえる部位（感
桿）が 4層に積み重なった特殊な層構造を形成してお
り 7)，またレンズが色収差を生じるため各層には異な
る波長の光がフォーカスする．われわれはこの層構造
の網膜がどのように光をとらえているかを知るため，

視細胞で光を受容する分子である視物質の解析を行っ
た．その結果，レンズから最も遠い層（第 1層）と 2

番目に遠い層（第 2層）の全ての感桿には緑色光を効
率よく吸収する視物質（緑視物質）が存在していたが，
興味深いことに緑色光がフォーカスするのは第 1層の
み 8)なので，第 2層は常にピンぼけであることが示唆
された．このピンぼけに何らかの生理的意義があると
考えたわれわれは，ピンぼけの具合が対象までの距離
によって変わることに着想を得て，ハエトリグモが第
2層のピンぼけ像のぼけ量から奥行きを知覚している
のではないか，と仮説をたてた（図 1）．

3. 仮説の検証

この仮説を行動学的に検証するために，第 2層およ
び第 1層のみが感度を持つ 2種類の単色光，緑色光
（≈520 nm）および赤色光（≈630 nm）の下でハエトリ
グモにハエを捕らえさせ，そのときのジャンプ距離を
解析した．結果を先に述べると，ハエトリグモは視物
質の吸収極大と合う緑色光の下では正確な距離のジャ
ンプをしたが，赤色光の下では実際の標的までの距離
よりもジャンプ距離が短くなった（図 2）．この実験

生物物理 53（2），109-110（2013）

ハエトリグモの奥行き知覚はピンぼけ像を
利用する
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Image Defocus Is a Cue for Depth Perception in a Jumping Spider
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図 1 
ハエトリグモの主眼の網膜に存在する 4つの視細胞層のうち，第
2層はピンぼけ像を受け取る．（色収差を考えない場合）第2層での
ピンぼけ像のぼけ量（両矢印）は対象までの距離（片矢印）の関数に
なるため，ぼけ量から対象までの距離を逆算することができる．
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結果は仮説に基づき以下のように説明できる．レンズ
の色収差のために赤色光は緑色光に比べて焦点距離が
大きいので，赤色光下では第 2層におけるぼけ量が大
きくなり，緑色光下で対象がより近くにある場合に生
じるぼけ量と等しくなる．そのため，赤色光下でハエ
トリグモは標的までの距離を過少に見積もり，短い
ジャンプをしたと考えられる．この解釈に基づき，赤
色光，緑色光それぞれの場合のレンズの公式を用いる
と，クモの見積もる距離（ジャンプ距離）d ′と実際の
距離 dの関係は，d ′ = 1/f{1 − 1/(1 + fd)}, f = 1/Fg − 1/Fr

と表される．ただし Fg, Frはそれぞれ緑色光，赤色光
の場合のレンズの焦点距離である．これら焦点距離を
実測し，その値を用いて求めたジャンプ距離の理論曲
線は，実験結果とよく一致した（図 2）．なお，実験
で用いた緑色光と赤色光の照明については，クモに
とっての主観的な明るさが同等となるよう，精製した
緑視物質を同じ効率で活性化するようにそれぞれの光
の強さを調整して用いた．加えて，赤色光を 6倍の強
度にして行った解析でも同様の結果が得られた（図 2）
ことから，ジャンプ距離が短くなったのは，光の強度
ではなく波長の違いによるものであると結論した．以
上の結果は，ハエトリグモがピンぼけ像を利用して奥
行きを知覚していることを強く示唆する．

4. おわりに

前述の通りハエトリグモのレンズは焦点距離の調節
ができないが，網膜の第 1層では異なる距離にピント
の合う視細胞が並んでおり，遠近の非常に広い範囲に
ピントが合うことが示唆されている 8)．このことから
第 1層は対象物の形を見るのに最も重要であると考え
られている．物の形をはっきり見るための第 1層と，

奥行き知覚のためにピンぼけ像を受け取ると考えられ
る第 2層で同一の視物質が使われているということ
は，同じ性質の分子でもわずかに場所が変わるだけで
機能が大きく異なり得ることを意味しており，興味深
い．また，ピンぼけ像からぼけ量を正確に知るために
はピントの合った像との比較が重要であるので，ハエ
トリグモの場合は第 2層で受け取るピンぼけ像と第 1

層で受け取るピントの合った像を比較しているのかも
しれない．実際，これら 2層のみが感度を持つ緑色光
の下で正確な奥行き知覚が可能であったことが，この
可能性を示唆している．ハエトリグモが第 2層と第 1

層の像を比較するための神経基盤を持つのかというこ
とを含め，どのようにしてピンぼけ像のぼけ量を検知
しているのかについては，今後の課題である．
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1H-15N HSQCスペクトル
1H-15N HSQC: 1H-15N Hetero-nuclear Single Quantum 
Coherence
直接結合した 1H 核と 15N 核の相関スペクトルを与
える異種核相関 NMR測定法の 1つ．蛋白質の場合
主として主鎖アミド基と側鎖アミノ基由来のシグ
ナルが観測される．蛋白質の NMR解析において
最も広く用いられている．（076ページ） （伊藤ら）

CLEANEX-PM
CLEANEX-PM: The Phase Modulated CLEAN chemi-
cal EXchange spectroscopy
観測分子の易動性プロトンと，溶媒中の水のプロ
トンとの交換過程を観測するための NMR測定法．
H-D交換法に比べ，より速いタイムスケール
（ms～ s）の交換を解析することができる．
（077ページ） （伊藤ら）

R2 dispersion実験
R2 dispersion: CPMG relaxation dispersion experi-
ment
μs～msオーダーの化学交換を解析するための
NMR測定法．交換速度，各状態の存在比，化学シ
フト差などの情報を得ることができる．また化学
シフト差から，1%ほどの低存在比の状態の情報
を得ることもできる．（078ページ） （伊藤ら）

TROSY selected spin-echo実験
TROSY selected spin-echo: TROSY selected Hahn 
spin-echo experiment
交差相関緩和速度の特徴を利用することで，T2緩
和に対する μs～msタイムスケールの交換の効果
Rexを観測する測定法．TROSY法を応用しているた
め，50 kDaを超えるような高分子量蛋白質に対し
ても有効である．（078ページ） （伊藤ら）

電子スピン共鳴
ESR/EPR
英語では Electron Spin Resonance（ESR）もしくは
Electron Paramagnetic Resonance（EPR）と呼ばれる．
電子スピン共鳴分析は不対電子をもつ原子の検出
およびその電子状態や構造を解析するための主要
な分光学的手法である．（083ページ） （庄村ら）

メスバウアー分光
Mössbauer effect
原子核状態の遷移によってガンマ線の共鳴吸収を
起こすメスバウアー効果を測定する分光学的手法
で，対象原子の酸化状態，スピン状態，結合に関
する情報を得ることができる．共鳴吸収を起こす
核種は限られており，鉄であれば Fe-57（天然同位
体存在比：2.12%）が測定対象となる．
（084ページ） （庄村ら）

ベイズの定理
Bayes’ theorem
ある観測 Yをもとに，その原因となった事象が X
である確率 P(X|Y)を，Xから Yが生成される確率
P(Y|X)に基づく尤度と Xについての事前分布 P(X)
から P(X|Y) = P(Y|X)P(X)/P(Y)と計算する統計学にお
ける定理．（087ページ） （小林ら）

金属還元菌
Metal Reducing Bacteria
金属を還元する性質を持つ微生物．外膜に発現し
た電子伝導性タンパク質シトクロムを介すること
で，生体内電子を固体状の金属酸化物に電子伝達
することができる．そのため，電極を電子アクセ
プターとして利用することで，電気化学的に代謝
電子にアプローチすることが可能となる．
（095ページ） （松田ら）

呼吸鎖複合体 II
Respiratory Complex II
微生物内膜に存在する呼吸鎖電子伝達系を構成す
るタンパク質群の 1つで，TCA回路中の反応を触
媒する役割も果たしている．コハク酸の酸化反応
とフマル酸の還元反応を触媒する機能を持つ．
（097ページ） （松田ら）

部分変性状態
Partially unfolded state
これまでの線維伸長観察から，前駆タンパク質が
部分的な変性状態を経由してアミロイド線維構造
になるのが，多くのタンパク質の共通の経路だと
考えられている .しかし，どのような変性条件（熱
変性や pH変性など）でアミロイド線維形成が進
行するかは個々の前駆タンパク質の構造安定性や
アミノ酸配列に依存する．（107ページ） （柳ら）

核依存伸長反応
Seed-dependent fibril formation
in vitroのアミロイド線維伸長条件のうち，すでに
形成した線維（線維核）を添加し線維伸長進行さ
せる系を指す．線維核を鋳型として線維伸長が進
むため，線維核の無い場合（自発重合）に観測さ
れるラグ相は核依存伸長では観測されないことが
多い．（107ページ） （柳ら）

Rex

Excess contribution to R2

蛋白質が μs-msのオーダーで二状態間の動的平衡
にある場合，構造変化に関与する残基の横緩和速
度（R2）が上昇する．その上昇分を Rexと言う．Rex

の解析から，二状態間の交換速度や各残基の化学
シフト変化の情報を得ることができる．
（107ページ） （柳ら）

転移交差飽和法
Transferred cross-saturation
NMRのスピン拡散という現象を利用し，A（タン
パク質）と B（タンパク質やその他の分子）の会
合面の残基を同定する手法である．タンパク質同
士の実験には Aを [2H,15N]，Bを [1H,14N]と同位体
標識したものを用いる．（107ページ） （柳ら）

ぼけ量
Amount of defocus
ピンぼけした像におけるぼけの程度．光学像は対
象物の各点からの光の像（錯乱円）の重ねあわせと
見なすことができるため，ぼけ量は錯乱円の直径
で表すことができる．理想的な光学系ではピント
が合った像でゼロとなる．（109ページ） （永田ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．



● モットーは「流れに棹差さない」研究
永井教授は、理化学研究所脳科学研究センター（宮脇敦史ラボ）研究員、北海道大学電子科学研究所ナノシステム生理学研究分野の教授を経て、昨春、大阪大
学産業科学研究所生体分子機能科学研究分野の教授に着任した。理化学研究所時代にはVenusをはじめ様々な蛍光プローブの開発を行い、北海道大学では
化学発光プローブにも触手を広げるとともに、顕微鏡観察技術の開発を推進。現在は、大阪大学において、自らが「少数性生物学」と名付けた新たな領域の研
究を始めている。

「私の研究開発のモットーは、『流れに棹差さない』ということわざのとおり。つまり、時流に
乗らないということです。たとえば、赤外光を発する蛍光タンパク質が注目されるなか、私は
紫光を発するシリウスという蛍光プローブを開発しました。また、共焦点顕微鏡や2光子顕
微鏡ではレーザー光源が主流となっていますが、私は水銀アーク灯などの安価な光源にこ
だわりました」と永井教授。レーザーが好まれるのは、回折限界まで絞り込め、きわめて強い
光となるからだが、「レーザー1本あたりが100万円台と高額」、「市販のレーザーは波長が限
られている」、「レーザーラインごとにコンバインしなくてはならず、レーザーコンバイナーも
高価」といったデメリットもある。潤沢な予算があればいいのかもしれないが、はじめて研究
室を立ち上げるような研究者には手が出ないことも多いという。

「その点、水銀アーク灯は比較的安価。しかも白色光なので、さまざまな波長を含んでいま
す。私はCSUという共焦点スキャナに、レーザー光源ではなく水銀アーク灯を導入しようと考
えました」と永井教授。細胞や組織などの厚みのある試料を撮影する場合、普通の蛍光顕微
鏡では非焦点面の画像情報を取り除くことができないためぼやけた像になってしまうが、共焦点顕微鏡を用いると焦点面の画像情報のみを得ることができる
ため非常にシャープな画像となる。「多くの共焦点顕微鏡システムでは、単点のレーザービームを絞り込むことで共焦点を得ています。ところがCSUでは、光を
絞り込むのではなくむしろエクスパンドさせて、多数のピンホールに光が入射するようにします。絞り込む必要がないので、私は、インコヒーレント光である水
銀アーク灯も使えると考えたのです」。永井教授は、そう話す。

実は、過去にも多くの研究者がCSUの光源として水銀アーク灯を使おうと試みたが、うまくいかなかった経緯がある。その敗因が光源とCSUとのカップリング効
率にあると分析した永井教授は、マルチモードファイバーを介したカップリングを試みてみた。2008年、みごとに、水銀やキセノンのアーク灯で共焦点画像を
得ることに成功した。

● Light Engineと新たなオプティクス系を導入
ただし、水銀アーク灯を用いることには問題も残っていた。「光のパワーが絶対的に弱いため、試料を効率よく励起できず、蛍光シグナルが非常に弱かったので
す。その理由の一つは、水銀アーク灯の輝度値がレーザー光にくらべて圧倒的に小さいこと。もう一つ、レーザー光がすべて一方向にまっすぐ飛ぶ(これを“レー
ザーの指向性”と呼ぶ)のに対し、水銀アーク灯は指向性がない。つまり、まっすぐに飛ぶもの（軸光）だけでなく斜めのもの（軸外光）があり、CSUのシステムでは
軸外光が使えないというのも原因でした」と永井教授。バイオイメージングでは時には1秒に30～100枚程度の高速撮影が必要で、露光時間はわずか10～30ミ
リ秒しかない。つまり、きわめて短い時間に大量の光を照射する必要があるが、水銀アーク灯では全く足りていなかった。

さっそく改善策を熟慮し、二つのことを思いついた。一つは、アーク灯のような指向性の無い光でありながら強いパワーをもつ高輝度LEDを用いること。もう
一つは、指向性の無い光の宿命である軸外光をなんとかして利用できるようにすること。「前者については、幸運にもオプトライン社が高輝度LEDを応用した
『Light Engine』を販売し始めたことを知りました。さっそく使ってみたところ、水銀アーク灯よりもダントツに明るいことがわかりました」と永井教授。加えて、
Light Engineは最大7波長という多波長の出力が可能で、波長の切り替えがマイクロ秒という短時間で行えるという強力なメリットももっていた。これらの技術

2012年5月、第45回日本発生生物学会大会・第64回日本細胞生物学会大会 合同大会で、バイオイメージング研究分野の第一人者である永
井健治教授がランチョンセミナーを行った。45分という短い時間ながら、安価な水銀光源を用いるシステムの開発、高輝度LED光源「Light 
Engine」との出会い、オプトジェネティクスへの応用や少数性生物学への挑戦まで、余すところなく語った。その全容をレポートする。

永井健治
大阪大学 産業科学研究所
生体分子機能科学研究分野 教授
JST・さきがけ
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を駆使すれば、細胞内のさまざまな物質の変化を赤、青、黄、緑などで染め分け、しかも、ミリ秒オーダーでおきるカルシウム応答なども追えることになる。

後者の問題に対しては、「CSUについていたマルチモードファイバーをはずし、カスタムメードで作ったコリメートオプティクスを導入することで、軸外光の一部
もスピニングディスクのピンホールに入るように改良しました」とする永井教授。2点の改良の相乗効果により、従来よりも10倍も明るい励起パワーを得ること
に成功した。明るくなっても空間分解能が悪くなっては意味がないが、200nmの蛍光ビーズを用いた検証実験により、レーザーを用いた場合の分解能と遜色
ないことも確認したという。

● バイオマニュピレーションとオプトジェネティクスへの応用
こうして、CSUにLight Engineと新たなコリメーターオプティクス系を導入した革新的な「レ
ーザーレスマルチカラー共焦点システム（MESSIA®）」が誕生した。2011年より、オプトライン
社による販売も始まっている。「これまでCSUをうまく使いこなせずにいた研究者は多いは
ず。このシステムは、そのような方々にとって、まさに『救世主』となるものだといえます」。そう
話す永井教授は、MESSIA®を駆使したバイオイメージング以外の利用法に関する研究にも
励んでいる。「たとえば、細胞膜に埋まっているチャネル・ロドプシン2などの光感受性タンパ
ク質を利用した生理機能操作の技術開発に取り組んでいます。このタンパク質は青い光を
吸収すると、カチオンを細胞外から細胞内へ流入させ、特定の情報伝達系を活性化させま
す。Light Engineは、この活性化スイッチのオン・オフの切り替えにも最適なのです」と話す。
チャネル・ロドプシン2を神経細胞で発現させたうえで青い光を照射すると、光依存的に活
動電位を発生させることも可能で、アメリカのチームは、このしくみによってマウス行動の制
御に成功しているという。

さらに永井教授は、光をあてることで活性酸素を出す色素を利用し、色素近傍のタンパク質
のみを壊すことで、siRNAや遺伝子ノックアウトとは異なる解析技術の開発も進めている。「最近この手法でオーロラBを破壊したり、時空間的なCa2+濃度の操
作をすることに成功しました」と話す。

前者の、細胞内の特定の分子のみを活性化したり不活性化する技術は「CALI（choromophore-assited light inactivation）法」 といい、すでに研究の汎用ツー
ルになりつつある。一方、後者の光学と遺伝学を融合させた研究技術は「オプトジェネティクス(光遺伝学)」とよばれ、新手法として注目を集めている。MESSIA®
は、このような新しい領域においても、文字通り、救世主となり得るようだ。

● まったく新しい、少数性生物学への挑戦
永井教授がこれからやりたいのは、光による生理機能操作とバイオイメージングを駆使した「少数性生物学」の研究だという。「細胞内は多種多様の生体分子
が無数に存在し、それらが相互作用したり、化学反応を起こすことで細胞の機能が発揮されるというのが一般的な描像です。多くの場合はその通りなのです
が、生体分子の種類によっては、一つの細胞に指折り数えることができるほどしか存在しないにもかかわらず、重要な役割を持っている分子が存在します。もっ
とも端的な例は遺伝子で、一般的には一細胞あたり2コピーしかありません。私は、このような数分子による反応でいかにして頑健な生理現象が引き起こされ

るのかに興味があり、少数性生物学とでもいうべき学問を樹立したいと
考えています」と意気込む。たとえば、大腸菌内には3000種ものタンパク
質が存在するが、蛍光タンパク質Venusを用いて発現数を定量化したと
ころ、その6割はわずか10個以下しか発現されていないことが報告された
という（谷口らの論文を引用）。

「このような数分子のふるまいによって、細胞の状態が頑健に制御されて
いるとすると、それはどのような法則にのっとっているのか？」「生化学の
ような“濃度”というアボガドロ数（6.02x1023）個、つまり多数の分子集団
を扱う概念をそのまま適用することはできるのか？「私はこのような視点
に立脚して様々な生命現象を見直すことで、新しい概念を創出することが
できる可能性があると考えています」。 

永井教授は、すでに細胞性粘菌を対象にした少数性生物学の研究を始
めている。「細胞性粘菌は、10pM(ピコモーラー)から1mMまでの広範な
濃度域のサイクリックAMP (cAMP)に対して応答し、正の走化性運動を行

うことが知られています。仮に10pMのcAMPが細胞性粘菌1細胞の周囲に分布するとすると、いったい何個のcAMPが存在していることになるかというと、10個
以下です。しかもその数の勾配の向きを人為的に操作しても、1秒程度で数の多い方を検出し、細胞運動の方向を変えるという凄技をもちます。統計学や生化
学など従来の科学的な取り扱いができない世界の現象だと思えます。ところが、反応は『安定して』進むようにみえます。まずは、その理由に迫りたいと考えてい
ます」と話す。

ここでも、Light Engineが威力を発揮すると期待される。時々刻々と変化するcAMPやその受容体の挙動、さらには細胞内シグナル伝達の動態を、生きた細胞内
で操作・観察できれば、走化性運動のメカニズムにも迫れると考えられるからだ。「もちろん、分子の個数を観察できるような超解像度顕微鏡や超高感度指示
薬などの開発も必須です。また、MESSIA®をバージョンアップして生体分子の機能を“定数的”に操作できるような技術が開発できれば、少数性生物学が大いに
前進するかもしれません」と永井教授。

光にこだわりつつ、さまざまな領域を融合させる研究は、無限の可能性を伺わせる。世界をあっといわせるような成果を期待したい。

2012年5月30日（水）、於・神戸国際会議場
取材・執筆
西村尚子（サイエンスライター）

MULTIPLIED EASY & SUPERIOR SYSTEM FOR IMAGE ACQUISITION : ®http://www.opto-line.co.jp
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今年（2012年）2回
目のオーストラリア訪
問であった．2月の
パースそして今回（9
月）のブリスベンであ
る．乗り継ぎを入れる
と旅程は 10時間を越

えるが時差が小さいので，心身への負担は軽い．日本
人にとってツーリズムのメッカの 1つである理由はう
なづける．数年前ケアンズの浜辺で見た南十字星の感
激とともに私にとってもオーストラリアは近い．

. ブリスベン市内ツアー（2012 年 9 月 3 日）

シドニー，メルボルンに次ぐ第 3の都市，クインズ
ランド州の州都，そして 200万人を超える人口の 4分
の 1は外国人という国際都市である．オーストラリア
東海岸中央に位置し，緯度的には沖縄の南半球版であ
り温暖．訪問時の 9月初旬は日本でいえば 5月の陽気
である．ブリスベン川の河口の港町として栄え，19
世紀半ばから始まるヨーロッパ人入植の基地として現
在もその伝統を受け継いでいる．経済の中心は製油，
金属加工などの 2次産業，商業などの 3次産業だが，
近年では IT，生命工学への傾斜があり 9校ある大学

などの高等教育機関の充実がめざましく，IUPAB国
際会議開催地にふさわしい背景を持っている．
第18回国際生物物理学大会（2014年8月3日～7日）
の現地視察のため，ブリスベンを訪れた IUPAB（Inter-
national Union for Pure and Applied Biophysics）常任委員
5人（G. Roberts会長，永山前会長，Zihe Rao次期会長，
P. Cozzone経理担当，C. dos Remedios事務局長）は河
口近く商業地区（左段写真参照）の小ホテルに宿泊し
た．朝夕肌寒さを感じさせるが，日中は過ごしやすい
適温で 2年後の 8月開催は時期的にはまずは合格点と
言える．川辺に広がる公園と橋を横切るとホテルから
10分の所に会場となる Brisbane Convention & Exhibition 
Center（BCEC）がある（下記写真参照）．BCECは商
業展示を主目的とするため学術会議用にはやや不便な
感じ．たとえば適度な会場（100人～200人）が少ない
などの印象を持った．しかし蛇行するブリスベン川の
景観を間近に持つ会場は会議で疲れた頭を休めるには
良い立地と言えよう．また学生向きのユースホテルか
ら高級ホテルまでが周りに集積しており，会場への往復
も便利．特にオーストラリアの生活のにおいを垣間見
ることのできるダウンタウンは会場の対岸に広がって
おり，安ホテルを早めに予約すると色々楽しめそうで
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ブリスベン紀行
―第18回国際生物物理学大会（IBC-IUPAB）現地視察

永山國昭
自然科学研究機構生理学研究所

Travel to Brisbane: Site Inspection for the 18th IBC-IUPAB (International Biophysics Congress-IUPAB)
Kuniaki NAGAYAMA
National Institute for Physiological Sciences

※写真は，電子ジャーナル（https://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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ブリスベン紀行―2014年国際会議下見聞

永山國昭（ながやま　くにあき）
自然科学研究機構生理学研究所特任教授
理学博士．1973年東京大学大学院理学系研究科満期退学，74年
理学博士．同助教，日本電子（株）生体計測学研究室長，科学技
術振興事業団プロジェクト総括責任者，東京大学教養学部教授，
生理学研究所教授，岡崎統合バイオサイエンスセンター教授を経
て，2011年より現職．
研究内容：電子線顕顕微鏡学，画像科学，生命の熱力学的基礎論
連絡先：〒444-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山5-1　生理学研究所
E-mail: nagayama@nips.ac.jp

ある．会場視察後，小型モータボートに乗り，ブリスベ
ン川の周遊を行った．川はこの町のシンボルと言える．

. IBC-IUPAB2014 準備会談（2012年 9月 4日）

IUPAB常任委員 5人，オーストラリア組織委員（B. 

Hambly（委員長）他 3人），会議代行業者（2人）ら
による IBC (International Biophysics Comgress)-IUPABに
関する事前協議が 9月 4日午後行われ，大会の概要は
以下のように固まった．
 1) 期間：2014年 8月 3日～ 7日
 2) 開催地：オーストラリアブリスベン会議・展示セ
ンター（BCEC）

 3) セッション数：25～ 30（7のメインテーマ）
 4) サテライト会議：3～ 6（方法論のWS含む）
 5) 登録費：大人：695豪ドル（late：850豪ドル），学生：

395豪ドル（懇親会費，レセプション費，昼食代，
コーヒー代含む）

 6) 若手支援：IUPAB, ASB (Australian Society for Biophys-

ics)合わせて 100人（1,500豪ドル /人）
 7) ホテル代等：通常（三ツ星）：140豪ドル /日，ユー
スホステル：20豪ドル /日

 8) 航空代：ブリスベン空港経由：1400豪ドル（Qantus

など），ゴールド海岸経由：900豪ドル（Jetstarなど）
 9) 主催者：IUPAB, ASB

. プログラム他

肝心の科学プログラムは，7つのメインテーマのも
と 28のシンポジウムが計画されている．
Membrane proteins — 1) Crystallography membrane pro-

teins, 2) GPCR structure and function, 3) Ion channels, 4) 

Transporters structure and function.

Electrophysiology/Muscle/Cardiac/Neuro — 1) Cardiac mus-

cle, 2) Ion channels biophysics, 3) Mechanobiology, 4) 

Channelopathies, 5) Neural networks.

Protein structure — (New technologies (femto second X-ray, 

automated NMR), hypersense NMR) — 1) Protein fold-

ing, 2) Protein dynamics/allostery.

Imaging (from molecules to organisms) — 1) Electron micro-

scopy, 2) Super resolution microscopy, 3) In vivo fl uores-

cence imaging, 4) MRI/PET, 5) Non proton imaging.

Bioenergetics — 1) Biofuels, 2) Photobiology, 3) Metabolism 

– hyper-polarization NMR.

Single molecule biophysics — 1) Molecular motors, 2) Bio-

nanotechnology, 3) New technologies.

Computational Biophysics/Systems Biophysics — 1) MD 

simulation, 2) Network simulations, 3) Integrated bioinfor-

matics, 4) High performance computing technologies, 5) 

Human physiome/Cardiac simulations, 6) Integrated bio-

physics.

前回北京大会に比べシンポジウム数は減った．やは
り現地生物物理学会のカバーし得る分野がそれほど広
くないことの反映か．たとえば構造生物学が後退し，
各種電気生物学が前面に出てきている．それにしても
会員数 200人前後の ASBとしては相当気張ったシン
ポジウムの数と範囲と言える．
ブリスベン沖合にはグレートバリアリーフの南端の
いくつかの島があり，そこでサテライト会議を開催し
てはどうかとの意見が出た．テーマとしては以下が提
案されている．是非日本からも 1～ 2件の主宰をお願
いしたい．
Photosynthesis and bio-energetics, Ion channels, Molecular 

motors, Fluorescence, Biological magnetic resonance, Crys-

tallography and diff raction of biomolecular complexes, 

Cardiac collaboration.

また基調講演者はノーベル賞受賞者 2人を含む次の
5人が確定している．
Brian Kobilka (2012 Nobel Laureate, Stanford Univ. School 

Med.), Carol Robinson(Univ. Oxford), Roger Tsien (2008 

Nobel Laureate, Univ. California, San Diego), Eduardo 

Perozo (Chicago Univ.), Michael Sheetz (Natl. Univ. Singa-

pore & Columbia Univ.)

現地組織委員会は本大会への参加者として 800人～
1,200人を予想しており，1,000人が経費収支分岐点と
のこと．日本，中国からの参加者次第で参加人数は大
きく変わると誰しも考えたが，そのトレンドを先取り
し，次期会長 Zihe Raoからの積極的攻勢が目立った．
中国生物物理学会を一気にアジアの雄たるべしとする
各種の提案に他の常任委員は戸惑ったのである．その
バランスを取るように大会委員長 Brett Hamblyからは
2013年度の京都日本生物物理学会年会で，日豪の合
同シンポジウムを開き前景気をつけたいとの要望が
あった．是非成功させたいと思っている．

後記：京都年会での日豪合同シンポジウム開催決定．
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国支部総会において，今後は四国だけでなく中国地方
の会員とともに中国四国支部としてやっていくべしと
いう意見が多数出されましたので，この大会を中国四
国支部設立準備会と位置付けて，次年度までに中国四
国支部を設立することで意見の一致を見ました．

第 1回中国四国支部大会と学会第 47回年会
平成 20年（2008年）5月 10日（土），11日（日）に

高知市の高知大学朝倉キャンパスで，大西浩平教授
（高知大学）のお世話により中国四国支部設立大会（第

1回支部大会）が開催されました．参加者 51名で，
一般講演 30題と曽我部正博会長の基調講演がありま
した．この大会で，開催時期は 5月頃の土，日曜日，
参加者 50～ 60人，約 30演題（口演），第 1日の夜に
懇親会，大会期間中に総会開催というスタイルがで
き，以後踏襲されてきたように思います．研究発表が
口演であることと，比較的小人数の参加者が研究発表
と懇親会を通じて親しくなれることから，多くの参加
者が他の学会等では得がたい雰囲気を楽しんでいるよ
うに思います．第 1回支部総会で，平成 21年度の第
47回年会の開催を中国四国支部が引き受けるという
ことが正式に決定されました．
平成 21年（2009年）10月 30日（金）～ 11月 1日

（日）に，徳島市の徳島文理大学徳島キャンパスとア
スティとくしま（徳島県コンベンションセンター）に
て，第 47回年会が開催されました．この年会で記録
に残る点は，学会のグローバル化の方針に沿って，年
会の言語を英語とすることを本格的に実行したことで
す．また，記憶に残る点は，懇親会のアトラクション
として，悠久連という有名な連の踊り手たちとともに
全員で踊った阿波踊りであったことでしょう．

第 2回中国四国支部大会から現在まで
平成21年度の中国四国支部大会は，上記の年会開催

があったため，休会となりました．第 2回中国四国支
部大会は加茂直樹松山大学教授のお世話で平成 22年
（2010年）5月8～9日に愛媛県松山市の松山大学にて，
第 3回支部大会は平成 23年（2011年）5月 14～15日
に楯真一広島大学教授のお世話で広島大学東広島キャ
ンパスにて開催されました．
第4回中国四国支部大会は，平成24年（2012年）6月

2日（土）～6月 3日（日）に山口大学吉田キャンパス
（山口市）にて，右田たい子教授（山口大学農学部）
のお世話により開催されました．参加者は 49名（一
般会員 27名，学生会員 15名，非会員学生 7名）で，
演題は時間の関係で遠慮してもらったものも出た結
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中国四国支部設立の経緯
平成 18年（2006年）の暮れの頃だったでしょうか，
同僚の伊藤悦朗教授が「大変です！」と（言われたか
どうか定かではありませんが，そのような雰囲気で），
私のオフィスに来られました．聞くと，美宅茂樹会長
から，「四国支部を設立し，平成 20年度の年会を徳島
で開催してほしい」というお話があったということで
した．伊藤教授も私も徳島文理大学香川薬学部に
2006年 4月に着任したばかりでしたが，私は九州支
部長として第 28回福岡年会（松田博嗣年会実行委員
長）に参画した経験や，規模が数倍大きい薬学会年会
（福岡年会）にも関与した経験があり，伊藤教授も第

43回札幌年会（2005）に関与したばかりであったの
で，お引き受けしても大丈夫という気持ちはありまし
た．また，徳島市は阿波踊りに多数の観光客を受け入
れるためもあってホテルの収容数も十分にあること，
さらに，実際に 1987年に生物物理学会第 25回年会
（年会実行委員長＝安藝謙嗣・現徳島文理大学教授）
が開催された歴史もあることから，お引き受けしても
大丈夫と考え，四国支部を設置する作業に取り掛かり
ました．まず，四国の生物物理学会会員名簿を学会本
部よりいただいて，それらの方々にお声がけして，平
成 19年（2007年）3月 6日に徳島文理大学徳島キャ
ンパスに集まっていただいた有志により，生物物理学
会四国支部設立発起人会を開催しました．そして，四
国支部設立大会を平成 19年 6月 16日（土）に徳島文
理大学香川キャンパスで開催しましたところ，参加者
は 23名で，19題（口演）の研究発表がありました．
また，次期会長の曽我部正博教授が駆けつけてくださ
り，四国支部設立に対する祝辞を述べてくださいまし
た．しかしながら，大会期間中に開催された第 1回四

E-mail: y-kirino@tokushima.bunri-u.ac.jp
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果，28演題でした．
第 4回支部大会では，島根大学と鳥取大学から初め
ての参加があり，中国四国支部を構成する 9県のう
ち，高知県を除く 8県からの出席者がありました．支
部大会としてのこの広がりは，支部の発展の指標と考
えられ，大変うれしく思いました．中でも特にうれし
かったことは，山口大学理学部の院生・学生 7名の参
加があったことです．このように，毎年新しい土地で
大会を開催することにより，その地区での知名度が上
がり，新しい参加者が得られることは，学会員の増加
につながり得るものであり，喜ばしいことです．
今回の大会においても，生物物理学会らしく幅広い

分野からの発表があり，専門よりやや離れた分野の発
表に対しても積極的な質疑が行われ，穏やかな雰囲気
の中でも活発な討論が交わされた充実した大会であっ
たと，参加者から好評をいただきました．
大会の最後に開催された支部総会で，設立以来支部

長を務めてきた私の退任を御認めいただき，次期支部
長として，篠原康雄教授（徳島大学疾患プロテオゲノ
ム研究センター）を選出しました．

これから
第 5回支部大会は，岡山大学の会員（成瀬恵治，井

上剛，松浦宏治の諸氏）による実行委員会のお世話
で，来る 5月 25日（土）～ 26日（日）に，香川県直
島町のベネッセハウスにて開催されます．参加者は全
員ベネッセハウス（およびつつじ荘）に宿泊すること
から，1日目の夕方の懇親会は，夜を徹した（？）合
宿へと進行していくことが想定されます．本大会で
は，一般講演，曽我部正博教授（前会長）の基調講演
に加えて，ワークショップも開催されます．また，今
年度断続的に直島および近隣の諸島および高松市で開
催されている「瀬戸内国際芸術祭 2013」に参加のアー
ティストの数々の作品を，生物物理学に取り組んだ後
に少し時間を割く贅沢ができるならば，楽しむことが
できます．
間もなく学会が法人化されますが，それに伴って，
支部も従来通りというわけにはいかないのであろうと
推察されます．中国四国支部は小さな支部ではありま
すが，無視できない支部としてあり続けたいと思いま
す．2013年度より，篠原康雄教授（徳島大学疾患ゲ
ノム研究センター）が支部長に就任されて，これまで
以上に活発な支部活動を推進してくださることと期待
しております．これまでの支部会員の皆様のご協力と
学会のご支援に心より感謝申し上げます．

2012年 6月 2～ 3日（山口大学）第 4回支部大会参加者
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て講義内容への理解を深める試みを計画しています．
ご講演いただく内容に適した柔軟な議論形式を準備す
ることで，先生と若手，先生同士，若手同士，すべて
の議論をより生産的なものとします．
また，参加者が異分野の内容を自分の手を動かして
実際に体験するハンズオンセミナーも開催します．実
験データ解釈セミナーと，計算分野セミナーの 2つを
予定しており，夏学の参加者である若手研究者に講師
役をお願いすることで，より積極的な学びが期待され
ます．
より深い理解のために，予稿集の内容も過去に囚わ
れず丁寧に構成する予定です．運営スタッフが先生方
の研究紹介を書いて予稿集や webに掲載する，予稿
集の事前公開の周知を徹底するなどの案が出ていま
す．
2. 境界をつなぐために
生物物理分野の主流的な研究をされている先生以外
にも，多くの隣接分野の先生，新進気鋭の先生にご講
演の快諾をいただきました．東京大学先端科学技術研
究センターの藤谷秀章教授のご助力により，D. E. 

Shaw Researchにて抗体医薬の設計を行っている Xu 

Huafeng博士の来日公演を実現します．またマスメ
ディアの方をお呼びすることで社会と科学の付き合い
方を議論する時間も予定しています．
現在ご講演いただく予定の先生方は以下の通りです

（敬称略，順不同）．
［計算分野］Xu Huafeng（D. E. Shaw Research），松岡聡
（東京工業大学），太田元規（名古屋大学），高木周
（理化学研究所）
［実験分野］堀越正美（東京大学），野地博行（東京大
学），内橋貴之（金沢大学），高橋聡（東北大学），
鈴木誠（基礎生物学研究所）

［理論分野］津田宏治（産業技術総合研究所），湊真一
（北海道大学），増田直紀（東京大学），青柳富誌生
（京都大学）
［その他］鳥越規央（東海大学），村松秀（交渉中：

NHKエデュケーショナル），内古閑伸之（中央大学）
3. アカデミックな人的交流
合宿形式で行う夏学ですから，交流企画も数多く考
えています．参加者全員が自身の研究について紹介す
るフラッシュトークや，くじ引きで決まった相手と共
同研究を考える“コラボさがし”などを予定していま
す．また，先生方とは懇親会を通じてより深い話がで
きるようにします．さらには，合気道（!?）でカラダ
もココロも元気になる企画も用意しています．

生物物理 53（2），116-117（2013）

香川璃奈
九段坂病院初期臨床研修医

NO BORDERを目指す夏学のご案内
今年度，生物物理若手の会夏の学校（以下，夏学）
校長を務めさせていただきます香川璃奈と申します．
53回の歴史を数える夏学に，運営としてかかわれる
ことを誇りに思っています．
夏学は毎年夏に大学院生を中心とする若手研究者が

一堂に会し合宿形式で行う研究交流会です．
本年度の概要は以下の通りです．

日程：2013年 9月 6日（金）～ 9日（月）
場所：えふでの宿　八の坊（静岡県　伊豆長岡温泉）
テーマ： NO BORDER 

～先端を知り，境界をつなぐ～

このテーマには，若手研究者が受け身ではなく能動
的に先端を理解し未来を作っていきたい，過去に多く
作られてしまった境界線―生物物理分野と異分野，
ベテランと若手，日本と海外，科学と社会―を乗り
越えたい，という意味が込められています．

先端を知り，境界をつなぐための豪華講師陣＆企画
1. 能動的に理解するために
昨年の夏学では，従来の受け身の講義から脱却する
試みがなされました．今年はこれをさらに飛躍させ，
議論を中心とした能動的理解を目標とする夏学にしま
す．すべての講義に 1～ 2時間ほどの議論用時間を設
け，講義の内容をグループでまとめ直す，先生からい
ただいた課題をグループで考える，複数の先生らによ
るパネルディスカッションを行う，などの企画を通じ

E-mail: sonata.skazka@gmail.com
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今年のスタッフ &最後に
今年は関東地方で活動する学部 2年生からポスドク

まで，年齢層も専門分野も多岐にわたるスタッフで夏
学を作っていけることになりました．生物物理の夏学
は毎年，顔ぶれのまったく異なるスタッフがスクラッ
チから組上げます．分野横断的なスタッフに恵まれた
今年は，まさに NO BORDERな夏の学校を作る事が
できると自負しています．

運営スタッフ：香川璃奈（九段坂病院），西方公郎（理
研，PD），根岸瑠美（東工大，PD），大上雅史（東工
大，D2），森脇由隆（東大，D2），森川真夏（東大，
D1），山本詠士（慶大，M2），井元大輔（東大，M1），
楊倬皓（東大，M1），岡右里恵（早大，B4），友部勝
文（慶大，B4），坂田樹哉（東京理科大，B2）

本年は，若手研究者育成・男女共同参画推進の観点
から，学部生および女性への参加費補助を優先的に行
うことも考えております．ぜひ，1人でも多くの方に
今年度の夏学に参加していただき，一緒に盛り上げて
いただければと思います．以下の webサイトおよび
twitterで今後情報を公開して参りますので，ぜひご覧
ください．皆さんの想い出の 1ページを作れるよう
に，スタッフ一同頑張りますのでよろしくお願い致し
ます．

生物物理若手の会 webサイト　http://bpwakate.net/

 （リニューアルしました！）
第 53回夏学公式 twitter　https://twitter.com/bps53

本夏の学校の準備にあたりましては日本生物物理学
会，また多くの企業および研究機関，財団法人にご協
力をいただいています．若手の会の活動にご支援いた
だけますことを，この場を借りて厚くお礼申し上げま
す．

柴崎宏介
北海道大学大学院生命科学院

生物情報解析科学研究室 博士後期課程 2年

会長挨拶
はじめまして．北海道大学大学院生命科学院生物情
報解析科学研究室博士後期課程 2年の柴崎宏介と申し
ます．今年 1年間，生物物理若手の会会長を務めさせ
ていただくことになりました．よろしくお願いいたし
ます．
去年の夏の学校を北海道で開催させていただき，他
の支部の方，生物物理学会の皆様には大変お世話にな
りました．去年は，様々な反省点がありましたが，異
分野の研究者が主体的に交流・議論することの意義を
見いだせたと思います．今年の夏の学校では，それを
発展させた新しい試みが導入されており，非常に誇り
に思います．このような異分野交流の楽しさを引き出
す試みが定着すれば，若手の会のセミナーのリピー
ターが増え，運営の人数が少ない問題も解決されると
期待しています．
一方，北海道支部では，新しいメンバーが入りまし
た．彼らが，北海道支部の次世代を担いますので，よ
ろしくお願いいたします．
北海道支部の新メンバー：田中良昌（北大・川端研　
M1），陳明皓（北大・田中研　B4），柚原光佑（北大・
河野研　B4）
北海道支部でも，新しいセミナーを開催する時は，
是非ともご参加いただければ幸いです．忙しいのは
重々承知しておりますが，きっとどこかで役に立つは
ずです．アカデミアに進む方には，自分の研究を別角
度から見るいい機会であり，企業に勤めようと考えて
いる方には，異分野の方とのコミュニケーション能力
を磨くいい機会になると思います．
生物物理若手の会ホームページも関東支部の森脇さ
んが改定してくださいました．とてもお洒落で生物物
理若手の会の魅力が載っています．是非ご覧くださ
い．→ http://bpwakate.net/

最後に，平素より若手の会の活動にご支援ご協力い
ただいている，生物物理学会会員の皆様，研究機関お
企業の皆様，若手の会の役員の皆様に厚くお礼申し上
げます．今後とも，ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます．

E-mail: shibasaki_kou@mail.sci.hokudai.ac.jp
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ドイツでの研究生活から見えてくること

角田　聡

フンボルト大学，ベルリン，ドイツ
生物物理部門　Peter Hegemann研究室
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とで行い，それ以来細胞膜におけるイオン輸送，エネ
ルギー変換機構に関心を抱いてきたこともあり，この
ラボではチャネルロドプシンやロドプシン型イオン輸
送性タンパクのイオン輸送メカニズムの解明を目指し
た研究をパッチクランプなどの電気生理的手法を用い
て行っている．

研究室の様子
上述したように異なるバックグラウンドの研究者が
集まっているので毎週 1回の研究室セミナーの発表内
容もさまざまだ．今週は生化学と遺伝学，来週はパッ
チクランプと神経科学といったように毎回異なる分野
の発表が行われる．セミナーの雰囲気は割りとざっく
ばらんで，些細なことでもわからないことがあれば質
問をするし，それに答える側もわかってもらえるまで
とことん説明する．また各人の研究テーマの目的や実
験方法などは専門外の人にも理解できるように心がけ
て説明をする．これは異分野の研究者とコミュニケー
ションをとる上でかなり重要なことだと思う．ある事
象について何をどこまで調べて「わかった」と見なす
かは人それぞれ違うが，分野が異なればその違いも大
きいからだ．また他のラボとの共同研究に関してはか
なりフレキシブルである．Peter Hegemannはラボのメ
ンバーの自主性を優先することが多く，学生やポスド
クが直接他のラボとコンタクトをとってそのまま共同
研究を始めることも少なくない．後になって共同研究
について知らなかったのは Peterだけだったというこ
ともある．

ドイツでの研究，博士課程はあせらず急がず
ドイツの全ての研究室にあてはまるかどうかはわか
らないが，私自身の個人的な印象では多くの研究室が
日本よりのんびりとした雰囲気である．（ちなみにこ
の印象はサイエンスに限ったことではなく，ドイツ社
会全体に言えることかもしれない．）たとえば，博士
課程のシステムを例に挙げても，日本の場合基本的に
博士課程の期間は 3年間であるが，こちらの学生で
3年間で博士を取得する人は多くない．むしろ博士取
得まで 4，5年かかるのが普通で，時にはそれ以上の
時間を費やす人もいる．だから土壇場で研究テーマを
期限までになんとかまとめ上げることをする人はあま
り見かけない．私などは日本のシステムの「修士2年，
博士 3年」という決められた枠組みの中で学ぶことに
慣れていたため，期限にあまりこだわらないドイツの
システムに最初は少なからず驚きを感じた．これはド
イツでは自分のペースで本人の納得いくまで着実に
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ドイツの首都ベルリン．その玄関口であるベルリン
中央駅にほど近い場所にフンボルト大学，生物学研究
所がある．この大学の創立は 1810年であるから現在
まで 200年余りの歴史を持ち，古くは森鴎外や北里柴
三郎といった日本人がこの大学で医学を学んだ．ちな
みに鴎外の代表作の 1つである「舞姫」はベルリンの
街が舞台である．私はこの研究所の生物物理部門，
Peter Hegemann教授のラボで 7年余りポスドクとして
研究を行っている．Peter Hegemannはロドプシンなど
の光受容体の研究に長年従事しており，クラミドモナ
スなどの緑藻由来の新規光受容体タンパクの同定や機
能解析にも力を注いでいる．特に近年では光制御型イ
オンチャンネルであるチャネルロドプシン分子
（ChR）の発見，その構造，機能解析の研究，さらに
は光遺伝学（Optogenetics）と呼ばれる手法で ChR分
子の神経科学分野への応用を世界に先駆けて行い脚光
を浴びている．研究室のメンバーは私を含めポスドク
5人，博士課程の学生 9人，修士課程 5人，テクニ
シャン 5人，その他のスタッフや短期間滞在する客員
研究員など含めて総勢 30人近い．かなりの大きめの
ラボである．生物物理の研究室であるから電気生理や
分光測定などの手法を用いて研究を行うのはもちろん
であるが，実際にはそれ以外の分野，生化学，遺伝学
などを専門とする研究者もこのラボに在籍しており研
究手法は多岐にわたる．そのためラボの中での研究
テーマの共通点といえば，みな光受容体に関する研究
をしているという点くらいかもしれない．私自身は大
学院時代，ATP合成酵素（FoF1-ATP synthase）に関す
る研究を当時東京工業大学資源研の吉田賢右教授のも

E-mail: tsunodas@cms.hu-berlin.de
URL: http://www2.hu-berlin.de/biologie/expbp/index.php
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研究を行おうという考えの人が多いからであろう．こ
のあたりはよく「質実剛健」という言葉に表されるド
イツの国民性が土台になっているのかもしれない．
（筆者注，それでも近年は博士取得までの期間が他国
に比べて長いことが研究の効率を下げているという意
見があり，博士課程の期間を引き締めようという動き
もある．）
また経済的な面でドイツの博士課程の学生は日本の

学生よりだいぶ恵まれている．ドイツ語で博士課程
は，「ドクター　アルバイト（Doktorarbeit）」（直訳す
れば「博士就労」）と呼ばれ，学生という身分ではあ
るが働いているという意味合いが強い．実際彼らはポ
スドクの半分の額の給料を得ている．（その給料は PI

のグラントから出るわけで，ドイツの PIは研究費が
多ければそれだけ多くの学生を雇うことができる．）
さらに学費も私のいるフンボルト大学の場合，半年間
で 90ユーロ（1万円程度）．ほとんどタダみたいなも
のである．日本では学振の特別研究員に採用されれば
話は別だが，生活費も学費も自分で捻出しなければな
らず，経済的負担の大きさはドイツの比ではないだろ
う．もし日本の修士課程や学部の学生さんでドイツの
大学や研究所での研究テーマに興味を持っているので

研究所の隣には第二次世界大戦で破壊された大学校舎が数年
前まで手つかずのまま 60年以上放置され無残な姿をさらし
ていた．現在は改修されベルリン自然史博物館の施設として
生まれ変っている．

実験室にて，PhDの学生と筆者．

あれば，こちらに留学して博士課程を行うというのも
悪くないかもしれない．言葉の壁が大きいのではと不
安に思う方もいるかもしれないが，少なくとも理工系
のラボでは英語が通用する．だから国際学会などで英
語での発表経験のある人であればおそらく大きな問題
はない．実際研究室セミナーやディスカッションも外
国人がいれば必然的にドイツ語から英語に切り替わ
る．数年前，何十人も参加するセミナーがあり外国人
が私 1人だけということがあったが，この時もすぐさ
ま英語の発表に切り替わった．

最後はやはりことわざ通りに
基本的にドイツの生命系の研究環境は日本と比べて
勝るとも劣らない，と個人的には考えている．先に述
べたように，日本に比べれば幾分のんびりした感じで
あることは確かである（大学の研究室ではこれが特に
顕著である）．注文した試薬や実験器具が届くまでに
予想外に待たされることもある．しかしこういう時は
別の実験をすればいいだけである．ラボのボスが 1カ
月間の夏休みを取ってその間 e-mailも通じないという
ことだってある．こういう時はこちらも思い切って休
みを取ればいい．ドイツ人研究者はそうしている．
「郷に入れば郷に従え」，これでいろいろなことが上手
くいく．
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さてさて「生物物理」も 300号記念特集からは
や 1年が経とうとしています．その 300号を振り
返ってみましたところ，I先生の記事があらためて
目に留まりました．生物を題材にした物理学の拡
張ー「フィジカルバイオロジー」という視点のすす
めです．物理学を利用するという脇役としての物理
ではなくて，生物の理解のために，物理学そのもの
を拡張していくという見方です．だとすると，どち
らかというと「バイオロジカルフィジックス」で
しょうか…言葉はともあれ，もし物理学の拡張が期
待できるとすれば，それは細胞などのシステムレベ
ルの課題からかもしれません．細胞の振る舞いの確

率性，非平衡性，複雑な動力学などの理解を目指す
ことで，物理学の地平をどう開拓していけるのか．
本号の記事でありますように，細胞の知覚認識を数
理的に考察すると，細胞があたかも外部環境につい
て統計的推定をしているように見なすことができる
ということです．分子の構造と機能の関係にとどま
ることなく，物理的な素過程やダイナミクスと細胞
の機能をどう結ぶか，そういう視点も物理学の拡張
を予感させるものではないでしょうか．こうした実
験と理論の進展が今後も楽しみです．

（S. S.）

大腸菌
Carl Zimmer［著］，矢野真千子［訳］
日本放送出版協会，2009 年，四六判，368 ページ，2,205 円（税込）．

 「大腸菌とは？」と聞かれて多くの方々はどのよ
うな印象を持つだろうか？　人間の腸に棲む生き
物，食中毒を起こす生き物などだろうか？今日にお
いて大腸菌は，基礎研究や医学・薬学的研究のツー
ルとして，またそれらの応用利用など，我々にとっ
て欠くことのできない生物である．しかし，研究者
を含めた我々は大腸菌がどういった生き物で，歴史
的にどのような研究がなされ，今日の生物学的知見
の解明にどのように貢献してきたのかについて，
知っているようであまり知らないのではないだろう
か．本書は，そんな大腸菌に焦点をあて，大腸菌の
一般的な事柄だけでなく，細胞の中では何が起きて
いるのか，どのように進化してきたのか（専門的な
具体例を紹介しながら），大腸菌での研究が今日の
科学的知見にどのように貢献してきたかについて，
幅広く述べられている．また非常に平易な言葉で記
述されているので，一通り生物学の基礎を学んだ大
学生や大学院生が，研究を始める前に大腸菌の基礎
的な知識を身につける最初の 1冊としてとても良い
本である．微生物学を専門としている研究者にとっ
ては，科学的な情報について若干物足りなく感じる
かもしれないが，今日までの生命科学研究の礎を築
いた大腸菌を振り返るという意味で一読を勧めた
い．また歴史上の研究者や，現在も活躍している著
名な研究者が，大腸菌とどのように関わり何を明ら
かにしてきたのかがまとめられており，個人的には

非常に楽しく読むことができた．これから大腸菌を
学びたい，大腸菌研究と生命科学研究の歴史をもう
一度振り返りたいという方にとって，一読を勧める
ことのできる 1冊である．

（東北大・多元研　福岡　創）

書

評



http://www.biophys.jp/pub/biophyssubmit-e.html#4
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophysics
http://www.biophys.jp
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＜資料請求番号  306-4＞

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


＜資料請求番号  306-5＞

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。

G12

A40A40
R42

E49F33

K41

T11
Y35

R20
A58A58

C38C38K15

R39
G36

I18

A16

I19

R17

C14
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http://wako-chem.co.jp/
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