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1. 緒言
生体分子の流動的で可逆的な自己集合である液－液相分離（以下「相分離」）は，膜を持たないオルガネラとして，細
胞内の区画化や効率的な反応場の構築を担う 1)．生命誕生や生物進化においても相分離の必要性が指摘され，相分離の異
常はアルツハイマー病や老化現象を引き起こす．すなわち相分離は生命の恒常性を支える重要な現象であり，この視点で
生命機能を捉え直そうという研究が盛んに行われている．もし相分離を利用して様々な生命現象を操作することが可能
になれば，相分離機能の理解に貢献すると同時に，医療や美容など様々な場面で活躍する基盤技術が誕生することは想像
に難くない．我々は最近，光センサータンパク質の一種が光照射により自己集合して溶液が濁り，光照射を切ると離散し
て透明化することを発見した（図１，未発表）
．この現象は可逆性が
高く，顕微鏡観察すると直径 1 マイクロメートル程度の球状の構造
体を形成することから，相分離現象（微小液滴の形成・解消過程）で
あると考えられる．単離したタンパク質の光依存的な相分離現象の
報告例はなく，その機能や分子機構に興味が持たれる．また，このタ
ンパク質に蛍光性タンパク質 mCherry を連結すると，光照射により
mCherry を濃縮できることがわかった．したがって，光依存的な相分

図 1.光可逆的な相分離現象．
光可逆的な相分離現象
図１

離を利用することで，連結した様々なタンパク質を人為的に濃縮し，
生命現象を操作することが可能になると期待される．本研究では，光依存的な相分離機構の理解を目指して，精製タンパ
ク質の反応・構造解析に取り組んだほか，光による分子濃縮を利用して，プログラムされた細胞死である「アポトーシス」
を光誘導することを試みた．
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2. 光相分離機構の解析
光相分離機構を分子レベルで明らかにするために，精製したタンパク質の反応・構造解析に取り組んだ（濁度測定・変
異体解析・円偏光二色性（CD）測定・過渡回折格子（TG）測定）
．バッファー条件を変えた濁度解析により，静電相互作
用やカチオン-π 相互作用が分子集合の主な駆動力であることがわかり，さらに複数の変異体解析により必須残基を同定
した．また CD 測定により，光照射下で二次構造が部分的に壊れることを明らかにした．相分離能が高いタンパク質は一
般に天然変性領域を多く含み，その柔軟性を利用して多彩で動的な相互作用を形成することが，相分離現象の分子基盤と
考えられている．したがって，二次構造の崩壊により生じる変性領域が分子集合に必須な構造因子と考えられる．さらに
TG 測定により，分子集合の初期過程を時間分解で検出することにも取り組んだ．TG 法は分子サイズに敏感な拡散係数
を短時間で決定できる手法であり，分子間の離合集散過程を拡散係数の時間変化として捉えることが可能である 2)．測定
の結果，濁度測定では検出できないような小さい集合体（核）の形成による信号が得られ，そのサイズや形成速度に関す
る知見を得た．現在は共同研究により，核磁気共鳴（NMR）法や X 線小角散乱（SAXS）法を用いて相互作用様式や核の
形状の解析を進めており，これらの結果を統合することで相分離機構の詳細な理解を見込んでいる．

3. 光相分離を利用した生命現象の光操作（アポトーシスの光誘導）
アポトーシスは受容体・開始因子・実行因子が絡み合う複雑な分子システム
により引き起こされ，その中で支配的な役割を担う Caspase 群はプロテアーゼ
としての機能を有する（図 2）
．細胞死シグナルが受容体（膜タンパク質）を活
性化すると，開始因子である Caspase-8 が受容体との相互作用により細胞膜付
近に局在化する．これによる濃縮が Caspase-8 の自己切断を促し，アポトーシ
スを誘導することが知られている 3)．そこで本課題では Caspase-8 に光相分離
性タンパク質を連結し，光照射による濃縮効果を利用した活性化を試みた
（Caspase-8 は活性化時の自己切断により相分離性タンパク質とも解離するた
め，液滴外に拡散し，細胞死を起こすと期待された）
．しかし，光相分離性タン
パク質と Caspase-8 を連結したものを HeLa 細胞に発現させたところ，発現量

図 2.アポトーシス機構の概略図．
アポトーシス機構の概略図
図２

の高い細胞は全て暗条件においてもアポトーシスを起こすことがわかった（共同研究）．光照射下での濃縮効果により初
めてアポトーシスを誘導することを期待したが，暗条件でも一部が複合体を形成し Caspase-8 を活性化したためと考えら
れる．精製系においても相分離性タンパク質が複合体を形成することが示されたため，暗条件において Caspase-8 の活性
を抑制するためには，Caspase-8 を連結していない相分離性タンパク質を過剰に発現させる必要があることが示唆された．
これにより，
暗条件では Caspase-8 を希釈しておき，
光照射による濃縮でアポトーシスの誘導が可能になると期待される．
その実現に向けてプラスミドおよび遺伝子導入法の改良を進めている．

4. 結言
相分離は現象論としての発見は相次いでいるものの，その分子機構や生理機能の詳細は未解明な点が多い．相分離を誘
起する分子動態の実測や相分離の精密な制御が困難なことが，その主な要因である．光相分離性タンパク質はこれらの課
題を克服する可能性を秘めており，今後もこの系を対象に相分離の実体解明に取り組んでいきたい．また近年，光遺伝学
の発展により，多様な生命現象が光操作可能な時代に突入した．従来法は特定の分子構造や分子間相互作用に着目した分
子設計を行うのに対して，本課題は相分離という分子の「集合状態」を利用しようとする点が斬新である．こうした生命
の絶妙なバランスを利用することで，免疫反応の効率化など応用性の高い技術の創出が期待される．
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