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Phase separation is a phenomenon that two distinct phases are created from a single 

homogeneous mixture. A common type of phase separation is between two immiscible 
liquids such as water-ethylamine and water-nicotine. It is well-known that phase separation 
is induced by pressure or temperature change. Interestingly, phase separation is also 
induced by shear stress, but its mechanism is elusive. Here we experimentally and 
theoretically studied the mechanism of phase separation of small compounds and proteins 
by shear stress. 

 
１．研究背景と狙い 

相分離とは，混合系の温度や圧力などを変えることで相溶性が変化し，一相状態から二相状態に変化する現象を言う．

水−エチルアミンや水−ニコチンなどの低分子の相分離がよく知られている．近年，細胞内のタンパク質や RNA までもが液

-液相分離し，ドロップレットを形成することが見出された．このタンパク質や RNA の液-液相分離は極めてホットなトピ

ックである．相分離現象は，低分子については古くから研究されており，濃度比・温度・圧力を変数とする相図の形で体

系づけられている．一方，この枠組みに入らない流体力学的な力（剪断力）も相分離を引き起こす．剪断力による相分離

は，マイクロファイバーやシートなど材料分野においても重要な役割を果たすことが知られている．このように剪断力に

よる相分離は広い学問分野に波及するものであるが，原子レベルでは何が起こっているのかが良く分かっていない．そも

そも実験データが乏しく，理論的な解析もあまりなされていない．そこで，本研究では，菅瀬（Rheo-NMR を用いた低分

子の液-液相分離の解析），関山（Rheo-NMR を用いた天然変性領域の液-液相分離メカニズムの解析），吉田（液-液相分離・

液-液界面への液体の統計力学の展開）が共同して，剪断力による相分離のメカニズム解明を目指した． 

 
２．Rheo-NMRを用いた低分子の液-液相分離の解析（菅瀬） 

Rheo-NMR とは，試料に剪断力をかけながら NMR 測定を行う

ことができる装置である．元々，ポリマーや食品の解析に使用

されているが，感度が低いためタンパク質などの生体高分子に

適用するのは困難であった．我々は，2017 年に極低温高感度

プローブ（感度が従来のプローブの約 5 倍）と併用できる新し

い Rheo-NMR 装置を開発した 1．この装置では，NMR 管にガラス

棒を挿入し，NMR 管だけを回転させることによって剪断力を発

生させる（図 1）．これまでに，剪断力がかかった状態におけ

るタンパク質の回転運動の解析，タンパク質のアミロイド線維

化過程のリアルタイムモニター，アミロイド線維と特異的に結

合する低分子化合物との相互作用解析などを実施した 1,2．最

近，開発した装置についての特許を申請し（特願 2019-111013），

さらにエアープロ株式会社から販売を開始した． 

2020 年 X 月 X 日 受理 
＊1京都大学大学院工学研究科分子工学専攻 
＊2京都大学大学院理学研究科生物科学専攻 
＊3九州大学大学院理学研究院化学部門  

 
図 1. 開発した Rheo-NMR装置 
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Rheo-NMR 装置を用いて低分子の液-液相分離の研究を行うに当たり，まずは適切な研究対象を探索した．ここでは以

下の３つの要件を考慮した．①容易に入手できる低分子化合物である．②取り扱いが容易な室温付近で相分離する．③NMR

スペクトルの解析が容易である．これらの要件から，10% 水/90% エチルアミンを選定した．比率は体積比を表す．この

混合試料は温度によって相分離することが知られており，我々も 296 K 以上の温度で均一に混じり合った状態から二相に

分離することを確認した．続いて相分離温度より 3 K 低い 293 K で，この試料に Rheo-NMR で剪断力をかけたところ，相

分離に起因する NMR スペクトルの変化が観測された．しかし，一相状態から二相状態に変化すると，試料が感じる静磁場

の均一性が乱れ，シャープな NMR シグナルを得ることが極めて困難であった．磁場の均一性は，水が主成分の試料であれ

ば NMR 装置に標準で備わった機能により自動的に最適化できる．しかし，水/エチルアミン試料の水を増やしエチルアミ

ンの量を減らすと相分離の温度が NMR で設定できる温度よりも高くなる．この技術的な問題から，一旦，水/エチルアミ

ン系を Rheo-NMR で解析することは断念した． 

次に，追加の要件（④主成分が水でそ

れに少量の低分子化合物が溶けた系であ

る）を考量して研究対象を探索した．その

結果，95% 水/5% 2-イソブトキシエタノー

ル（iBE）を選定した．比率はモル比を表

す．この試料について，まずは温度を変え

ながら NMR スペクトルを測定したところ，

300 K で突然，シグナルが広幅化した（図

2A, 2B）．これは水/エチルアミンのときと

同様に，相分離に伴って試料が感じる静磁

場の均一性が乱れたためであると考えら

れる．興味深いことに，300 Kで 30 分放置

した後のスペクトルでは，再度，NMR シグ

ナルがシャープになった．このことは温度

による相分離では，完全に相分離するのに

時間がかかることを意味する．この後に，

静磁場の均一性を最適化して測定したと

ころ，少しシグナルがシャープになっただ

けであった．なお，試料の温度を再度 298 K

まで下げて放置したが，元のスペクトルに

は戻らなかった．これは水と iBE の密度が異なるため放置しておくだけでは容易に混ざらないためである．続いて，同試

料に対して相分離温度よりも 1 K 低い 299 K で Rheo-NMR により剪断力をかけた．7, 14, 21, 28, 35 Hz の回転速度で測

定を行ったところ，21 Hz までは回転速度に応じてシグナルが全体的に高磁場シフト（右にずれる）のを観測した（図 2C）．

水と iBE が相分離し，それぞれの溶媒環境が変わったため，化学シフトが変化したと考えられる．興味深いことに，最後

に回転を止めて測定したところ，元の化学シフトに戻った．このことは，剪断力による 95% 水/5% iBE の相分離は局所的

なものに留まっており，試料全体に渡るものではないことを示唆する． 

 

３．Rheo-NMRを用いた天然変性領域の液-液相分離メカニズムの解析（関山） 

T-cell intracellular antigen 1（TIA-1）は，アミノ末端側に複数の RNA 認識モチーフドメインを持ち，カルボキ

シ末端側に長い天然変性領域（intrinsic disordered region; IDR）を持つ RNA 結合タンパク質である．最近の研究から，

TIA-1 IDR は液-液相分離することが見いだされた．また，家族性の筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis; 

ALS）の遺伝子解析から，TIA-1 の IDR に複数のアミノ酸変異が見つかり，これらの変異が ALS 発症に関与していると考

えられている．TIA-1 の液-液相分離はアミノ酸変異によって異常凝集体形成することが知られており，この異常凝集体

が ALS の原因と考えられている．しかし，そもそも TIA-1の液-液相分離の

メカニズムは良く分かっていない．そこで本研究では，Rheo-NMR を用いて

TIA-1 IDR の液-液相分離のメカニズムを原子レベルで解明することを目指

した．とくに TIA-1 IDR 野生型と ALS 変異体（P362L TIA-1）を調製し，そ

れぞれの凝集機構について解析を行った．まず TIA-1 IDR 野生型に関して，

液-液相分離しない常温常圧条件で Rheo-NMR 測定を行った．ここでは，15N

 
図 2. 水/iBE の相分離（A）NMRスペクトル全体と iBE の構造．青字は帰属を表す． 

（B）温度変化によるシグナル#4の変化．(C)剪断力によるシグナル#4の変化． 

 
図 3. 剪断力による TIA-1野生型の凝集 

図２

図３
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標識 TIA-1 が入った NMR 管を 7 Hz の速度で回転し，二次元 1H-15N 相関スペクトルを連続測定することにより TIA-1 の凝

集過程を追跡した．二次元 1H-15N 相関スペクトルでは，アミノ末端とプロリンを除く全てのアミノ酸残基のアミド基シグ

ナルを 1 枚のスペクトルで観測できる．この測定の結果，剪断力を与えたときにのみシグナル強度が著しく減少すること

が分かった（図 3）．これは，剪断力が TIA-1 の凝集を促進し，モノマーの分子数が減少したためであると考えられる．

一般に，タンパク質の凝集体は見かけの分子量が大きすぎるため，凝集体の NMR シグナルを観測することが困難である．

各アミノ酸残基の凝集速度を定量的に比較するため，各シグナル強度の

変化を指数関数にフィッティングし，凝集速度定数を見積もった． 

次に TIA-1 IDR の ALS 変異体を用いて同様な Rheo-NMR 測定を行い，

野生型との比較を行った（図 4）．ALS 変異体も野生型と同様に剪断力に

よるシグナル強度の減少が観測されたが，ALS 変異体の凝集速度はタン

パク質全体に渡って野生型よりも速いことが分かった（図 5）．以上の結

果から，ALS 変異は IDR の凝集を促進し，神経細胞などでの異常凝集体

形成を亢進させていることが示唆された． 

 
図 5. TIA-1 野生型と ALS 変異体の各アミノ酸残基の凝集速度 

 

４．液-液相分離・液-液界面への液体の統計力学の展開（吉田） 

ベンゼンやトルエンなどの有機溶媒は水とは混じり合わず二相に分離する．二相の境界である液-液界面では，両親媒

性分子の自発的な濃縮が起こることが知られている．他にも，液-液界面では，本来は混ざらない 2 種類の分子が触れ合

う場となりえる．このようなことから，液-液界面では均一相とは異なる反応場を提供したり特異な物性を発現したりす

ることが期待される．例えば，親水性ポリマーと親油性ポリマーは物性が大きく異なるが，この両者を界面で架橋・結合

させることによって，均一相では実現できない化学構造や物性を有する高分子の創成が可能となる．界面構造や界面にお

ける溶媒和などの分子物性は，基礎と応用の両分野において広く興味が持たれているが，界面の不均一性を正確に取り扱

うのが極めて困難である．そのため界面を分子論的に扱える理論手法の開発は進んでいない． 

現在，計算化学では分子シミュレーションによる界面の取り扱いが一般的である．しかし，液-液界面と気-液界面は

不均一性が極めて強く大きな構造揺らぎを持つ．そのため，界面における溶媒和と化学反応を自由エネルギーレベルで解

析するためには，長時間かつ大規模な分子シミュレーションを必要とする．

一方，本研究で提案する手法は，不均一系の統計力学理論を用いることに

より，少ない計算コストで界面の溶媒和構造を解析可能とする．さらに，

開発した理論を量子化学手法や分子シミュレーションと連携させることに

よって，界面における構造形成･自己組織化･化学反応等への応用も可能と

なる． 

本研究では，液-液界面と気-液界面の溶媒和理論を構築することを目的

とし，不均一液体の統計力学理論と複雑分子系の溶媒和理論を組み合わせ

た基礎理論の構築およびプログラムの作成を行った．以下では，構築した

理論を不均一 Ornstein-Zernike 理論(不均一 OZ)と呼ぶ．図 6 に不均一 OZ

で求めた単純液体の気液界面における動径分布関数（radial distribution 

function）を示す．気相（gas）では単純な二体ポテンシャルに基づく分布

を示すが，液相（liquid）では多体相互作用による第 2 ピークが見られ，

 
図 4. 剪断力によるTIA-1野生型とALS変異体の凝集

速度の解析.Gly382 のプロファイルを示す. 

 
図 6． 不均一 OZで求めた単純液体の液相，気相，

および気-液界面での分布関数．界面では

液相・気相の中間程度の構造を持つ． 

図５

図４

図６
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図５　TIA-1野生型とALS変異体の各アミノ酸残基の凝集速度
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その後、振動しながら速やかに 1 に収束する．一方，気-液界面では液相と同様に第 2 ピークを示すが，液相と異なり長

距離において緩やかに 1 に収束する．これは界面構造の不均一性を示すものである． 

今後は，分子性液体界面の理論である Site-site Lovett-Mou-Buff-Wertheim（SS-LMBW）理論 3と複雑分子系の溶媒和

理論である 3D-reference interaction-site model（3D-RISM）理論 4を組み合わせることで，液-液界面と気-液界面の溶

媒和理論（LMBW/3D-RISM 理論と呼ぶ）の構築へ発展させる．また開発した理論を菅瀬の解析結果と擦り合わせることに

よって理論の整合性の検証を行う． 

一方，バイオロジーの分野では，近年，細胞内でのタンパク質の液-液相分離によるドロップレット形成が注目を浴び

ている．共同研究者の関山も TIA-1 の液-液相分離に取り組んでいる．タンパク質の液-液相分離は，イオンや ATP との相

互作用が駆動力になっていると考えられているが，その立体構造については十分理解されていない．本研究では，将来的

に関山が研究している TIA-1 のドロップレット構造を原子レベルで理解するこ

とを目指して，3D-RISM 理論と分子動力学シミュレーションによる研究を行っ

た．TIA-1 は比較的に大きいタンパク質であるため，ここでは，まずは分子シ

ミュレーションにより構築されたエラスチン様ペプチド（ELP）のドロップレッ

ト構造 5を用いることとした．ELP は TIA-1 のフラグメントと配列相同性がある

ため，ここで得られる知見が TIA-1 にも適用できることが期待される．ELP の

ドロップレット構造をもとに，3D-RISM 理論で水分布を求めた結果（図 7），ド

ロップレット内にも多くの水分子が存在し，多くの水分子はアミノ酸側鎖と水

素結合していることが分かった．今後は，フラグメントベースドラッグデザイ

ンの手法 6を用いて，ELP ドロップレットにおける ATP 分布構造とマグネシウム

イオン分布構造の相関について研究を進める予定である．また，関山が NMR や

物理化学的手法によって取得する TIA-1 の立体構造情報にもとづいて，TIA-1

のドロップレット構造を構築し，ELP と同様な解析を行う． 

 
５．終わりに 

本研究課題では，剪断力による相分離というキーワードのもと，3 人の異分野の研究者が接点を持ちスカラー共同研

究を実施するに至った．まずはこのような機会を与えてくれた公益財団法人 豊田理化学研究所に感謝したい．本共同研

究の開始当初は，剪断力による相分離についてはよく分かっておらず，それぞれの実験や理論構築の進め方についても手

探り状態であった．しかし，この約１年間のスカラー共同研究期間にも多くの新しい知見が得られた．例えば，低分子の

相分離では化学シフトの変化という形で相分離が観測されたが，タンパク質ではシグナル強度の減少として相分離が観測

された．興味深いことに，タンパク質の相分離の場合，シグナル強度が減衰する速度がアミノ酸残基ごとに異なっていた．

このような情報は，原子レベルの情報を与えられる Rheo-NMR の特性を活かしたものと言える．また，理論では，液-液界

面と気-液界面の溶媒和理論を構築し，さらにタンパク質のドロップレット構造の水和状態を可視化することにも成功し

た．このように本スカラー共同研究では一定の成果が得られたが，その一方で実験と理論の融合が十分に進まなかった．

現状では，各々の研究でようやく結果が出始めたところであるが，実験と理論の融合が必要であることも強く感じている．

それぞれの研究が面白くなり始めていることもあるため，今後もこの共同研究を継続していきたい． 
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剪断力により誘起される相分離の機構解明
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