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Microbial rhodopsins are the photo-receptor proteins found in the various species of microorganism such 

as archaea, eubacteria and a part of eukaryotes, and they have seven transmembrane helices encompassing 
chromophore retinal. A wide variety of functions of microbial rhodopsins are known: outward proton and 
inward chloride pumps generating the chemical potential for ATP-synthesis, light-gated cation channel, the 
photo-sensors for positive- and negative-phototaxis, photochromatic control of photosynthetic gene 
expression and so on. In the current study, the molecular mechanism of sensory rhodopsin I, a dual 
photo-sensor for the positive phototaxis toward green-orange light and the negative phototaxis avoiding 
harmful near-UV light, was studied by time-resolved spectroscopy. 

  

 

１．Sensory Rhodopsin I について 
古細菌や真正細菌、真核生物にわたるまで様々な微生物はロドプシン（微

生物型ロドプシン）と呼ばれる光受容型膜タンパク質を持っている。この微

生物型ロドプシンは全て７回膜貫通型ヘリックス構造を持ち、共通の発色団

として all-trans レチナールを持っている。そして微生物のロドプシンはレチ

ナールが吸収する光のエネルギーを使って様々な生理機能を発現する。それ

らの機能は非常に多岐にわたり、細胞の外側へプロトンをくみ出して ATP
合成のためのエネルギーを作り出す光駆動型プロトンポンプや、光で開閉が

制御されるカチオンチャネルの他に、光に応答して光合成遺伝子の発現を制

御するロドプシンも知られている。そしてそれらとは異なり、微生物型ロド

プシンの一種であるセンサリーロドプシンＩは光に対して細胞が誘引され

たり、忌避応答を示す走光性と呼ばれる行動に関わる光センサーであること

が知られている。このセンサリーロドプシンＩは１９８０年代に古細菌

Halobacterium salinarum において初めてその働きが明らかになったが、近年

古細菌だけでなく真正細菌 Salinibacter ruber も同様のタンパク質（SrSRI）
を持つことが明らかになった。この SrSRI は細胞膜中でトランスデューサー

タンパク質（SrHtrI）と複合体を形成し、SrSRI からの信号を SrHtrI が仲介する形で、細胞内部に伝達すると考えられて

いる（図１）がその分子論的なメカニズムはほとんど明らかにされていない。そこで本研究ではタンパク質の時間的な構

造変化を過渡吸収法および過渡回折格子法（TG 法）といった、２つの異なる時間分解分光法で調べることで詳細な光反

応メカニズムについての研究を行った。 
 

２．Salinibacter ruber Sensory Rhodopsin I の隠された反応中間体 

まず大腸菌を用いて大量発現した SrSRI を単離・精製し、界面活性剤に可溶化した試料について過渡吸収測定を行った

ところ、光励起直後に吸収が長波長シフトした中間体（K 中間体）が現れたのち、20 μs 程度で短波長シフトした中間体

（M 中間体）へと変化し、最終的に 100 ms 程度で始状態へと戻ってくる光反応サイクル反応を行うことを示す結果が得

られた。これに対して TG 測定行ったところ（図２）、M 中間体の生成後も分子体積変化を示す信号が観測され、ここか

ら分子の吸収スペクトルは同一であるが、M 中間体には M1、M2、M3の３つのサブ状態があることが明らかになった。

これは分子体積変化を観測することができる TG 法を適用することで初めて明らかになったものであり、従来からよく用

図 １．SrSRI-SrHtrI 複合体 
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いられてきた過渡吸収法による発色団周辺をモニターするだけのダイナミクス研究だけでは、複雑なタンパク質分子の反

応過程を理解するのには不十分であることを示唆している。そして我々は最も減衰の寿命が長い M3こそが細胞内で信号

伝達を行う活性中間体であると考えている。 
さらに光励起後の各中間体のエンタルピー変化を TG 法によるカロリメトリーによって決定することに成功した。（図

３）それによると光励起直後から中間体を経るに従って、分子は段階的に熱エネルギーを放出しながら元へ戻ることが明

らかとなった。そして SrSRI は通常塩化物イオン（Cl-）を分子内に結合しているが、この Cl-を取り除くと各中間体のエ

ンタルピーが大幅に減少する結果となった。これまでに Cl-が結合すると分子の吸収波長が変化することが知られていた

が、今回の結果はそれ以外にも分子の反応エネルギー表面の調整にも Cl-イオンが関与していることを示唆している。そ

して以上の本研究の結果については昨年 The Journal of Physical Chemistry B 誌に発表した。（参考文献１） 

 

３．Haloarcula vallismortis Sensory Rhodopsin I 
今回の研究で我々は SrSRI において、反応サイクル中に分子がこれまで知られていたものとは大きく異なる挙動を示す

事を明らかにしたが、これらの知見がさらに古細菌型のセンサリーロドプシンＩについてもあてはまるのかどうかを明ら

かにするため、現在古細菌 Haloarcula vallismortis 由来のセンサリーロドプシンＩ（HvSRI）についても研究を行ってい

る。その結果 HvSRI においても吸収変化を伴わない中間体の生成が観測されたが、SrSRI の場合は活性中間体の生成過程

において分子体積の膨張が見られたのに対し、HvSRI ではその変化の符号が逆であり、収縮が起こることを示唆する結果

が得られた。このことは同じ細胞の走光性に関わる分子であっても真正細菌型と古細菌型のセンサリーロドプシンＩでは

信号伝達時における構造変化に差があることを示唆している。 
 

４．今後の展望 

本研究ではこれまで光受容タンパク質の研究に広く用いられてきた過渡吸収法に加えて、新たに TG 法を用いた時間分

解分光研究を行うことで、隠された中間体の同定や体積膨張・収縮を伴う構造変化の検出、反応中間体のエンタルピー変

化などを明らかにすることができた。かつて２０００年頃までは微生物型ロドプシンは数十種程度しか知られておらず、

生物界においては比較的マイナーな存在であると考えられてきたが、現在メタゲノム解析研究の進歩により、一万種にお

よぶ微生物型ロドプシンが同定されつつある。またチャネル型のロドプシンの発見により、光で動物の神経細胞の興奮を

制御するオプトジェネティクス分野の発展も相まって、現在微生物型ロドプシンの反応メカニズムの解明は基礎研究・応

用研究の両面からその重要度を大きく増している。実際我々のグループでも他の微生物型ロドプシンについての分光研究

（参考文献２）やオプトジェネティクス分野への展開を念頭に置いた研究（参考文献３）を行っており、分光法を用いた

物理化学的な知見をベースとして、多様な微生物型ロドプシンの機能発現メカニズムの解明とそれに基づいた応用研究に

を今後目指していく。 
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図 ３．TG 法で明らかになった SrSRI の反応ダイアグラム 
図 ２．SrSRI の TG 信号 




