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要 約 

 神経系においてシナプスは活動電位から生化学反応へ

と情報を変換することにより，記憶や学習などの脳の機能

において重要な役割をはたしている．この変換の過程を解

析するため，単一のシナプスを異なる頻度および回数で刺

激し2つの酵素の活性をリアルタイムで観察するdFOMA
イメージング法を開発した．この方法により，Ca2+/カル

モジュリン依存性プロテインキナーゼ II とカルシニュー

リンは刺激の頻度および回数に対し異なる応答特性をも

つことを明らかにし，この異なる特性を組み合わせた情報

処理の機構が示唆された． 

はじめに 

 おもしろいか，つまらないか？ いま，読者の頭のなか

では，このレビューを最後まで読むかどうかを判断してい

ることであろう．このように，生物は時々刻々と変化して

ゆく環境から重要な情報を抽出し，意思決定と反応（行動）

をつうじて適応している．こうした情報処理は，脳部位，

神経ネットワーク，ニューロン，シナプスといったさまざ

まなレベルにおいて起こる，生物にとり生存や生殖の成功

にかかわる重要な機能である．たとえば，シナプスでは，

入力（この場合は，電気刺激やグルタミン酸による刺激な

ど）の頻度や回数（これが，神経活動にコードされた情報

である）に応じ，さまざまな細胞内シグナル分子による生

化学反応をつうじて，受容体の数やシナプスの形態を変化

させていることがわかっている 1-3)．つまり，シナプスで

はさまざまな分子が化学反応を起こして入力のパラメー

ターを抽出し，そのパラメーターに応じた細胞の応答へと

変える一種の情報処理を行っているのである．ここでは，

こうした情報処理の過程を分子や細胞のレベルからボト

ムアップのアプローチにより理解するため，ニューロンお

よびシナプスにおける Ca2+シグナル伝達系による情報処

理に注目する．そして，情報の媒体とコード，シナプスに

おける生化学反応の特殊性，技術的な側面（光による操作

および顕微鏡イメージング）について述べ，筆者らによる，

シナプスにおける複数の Ca2+依存的な酵素の活性の可視

化による情報処理の過程の研究について解説する． 

1． 情報の媒体とコードの方式 

 “Information is physical”という言葉が示すとおり，

情報にはそれを表現する媒体（メディア）が必要であり，

その情報を読み出すためには，どのように情報が格納され

ているかというコードの方式を知ることが重要である．た

とえば，この文章はサーバーのハードディスクの磁気媒体

に 01 の配列の状態でコードされ，その配列がインターネ

ットを介して読者のもとに届き，パソコンにおいてふたた

び 01 から文字へとデコードされディスプレイに表示され

ることにより読むことができる．分子生物学においては，

遺伝情報の媒体（DNA）の同定とコードの解読（コドン

表の完成）を皮切りに膨大な知識が得られてきたことはい

うまでもないだろう． 
 細胞のレベルにおいては，細胞内の生化学反応が細胞外

からのシグナルやその細胞のさまざまな状態を表現する

媒体である．では，そのなかに情報はどのようにコードさ

れているのだろうか？ 生化学反応には大まかに 3 種類

のコードの方式があると考えられる（図 1）． 
 もっとも単純なのは identity code で，分子の種類や組

合せがひとつの情報を伝えるものである．たとえば，誘引
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物質や忌避物質などはその分子自体でひとつの情報を表

現する．また，DNA からタンパク質が生合成される過程

において3つの塩基の配列により1つのアミノ酸を指定す

る遺伝コードも，順列による identity code と考えること

ができる． 
 2 つ目は temporal code で，分子の濃度や活性の時間的

な変化（振幅，期間，周波数など）に情報をコードする方

法であり 4)，たとえば，Ca2+シグナルはその持続時間や濃

度の振動周期により異なる生理的な意味をもつこと 5)，

MAP キナーゼは活性化の持続時間により増殖あるいは分

化という異なる細胞の応答をひき起こす情報をコードす

ることがわかっている． 
 3 つ目は spatial code，すなわち，分子の濃度や活性の

空間的な分布の変化である．たとえば，発生の過程ではモ

ルフォゲンの濃度勾配により個体における位置情報がコ

ードされる．また，細胞内のマイクロドメインやコンパー

トメントなどの区画における分子の活性化は，ほかの区画

における活性化とは細胞における“意味”が異なる． 
 生化学反応をこの 3 つの視点から解析することが，生物

による情報処理を理解するための第一歩である．とくに，

分子生物学の発展により遺伝子やタンパク質が網羅的に

同定され identity code の実態が解明されている現代の生

命科学においては，temporal code および spatial code の

解読こそが，これまでかくされていた生命の動作原理をひ

もとくうえで非常に重要な意味をもつだろう． 

2． シナプスにおける生化学反応の特殊性 

 これまでの酵素学的な実験の多くは，試験管のなかで酵

素と基質を反応させ，生成物をオートラジオグラフィーな

どで定量することにより行われてきた．このような in 
vitro 再構築系における生化学反応は，よくかくはんされ

た均一な溶液における反応である 6)．また，精製された酵

素および基質を用いることにより，反応にかかわる分子種

を限定することができ，反応の方向性を制御することは容

易である．こうした再構築系において Michaelis 定数や

Hill 係数を測定することがひとつの理解のしかたであっ

た． 
 しかし，シナプスにおける生化学反応は，この試験管に

おける反応とは異なる特徴をもつ．たとえば，シナプスは

直径が約 1 マイクロメートル，体積が約 1 フェムトリット

ル（フェムトは，10-15）という大きさである．長さの比率

で考えると，人間のからだ（約 175 cm）からみたシナプ

スの大きさは，なんと，日本列島（約 3000 km）からみ

た人間の大きさほどでしかない．こうした微小体積のシナ

プスに存在する遊離の Ca2+は数個にすぎず，その数の少

数性と変動性から，その反応はよくかくはんされた均一な

溶液におけるものとは異なると考えられる 7,8)．また，シ

ナプスにおいては膜の表面の受容体を中心に足場タンパ

ク質や細胞骨格，シグナル伝達タンパク質が複雑に相互作

用した複合体が形成されていて，分子の局在は非常にかた

よっており 9)，この相互作用により複雑なフィードバック

ループあるいはフィードフォワードループが形成され時

空間的に非常にダイナミックかつ不均一な生化学反応が

制御されていると考えられる．よって，試験管内の再構築

系だけでなく，実際のシナプスにおいて生化学反応を測定

することが重要であると考えられる． 

3． FRET を用いた生細胞における生化学反応の可視化 

 こうした生化学反応の直接的な測定を可能にしたのが

顕微鏡によるイメージング技術である．近年のハードウェ

ア（顕微鏡），サンプル（プローブや生体試料），ソフトウ

ェア（制御法や解析法）の発展により，生命現象が時々刻々

と変化していくようすが解析の対象となっている．とくに，

GFP（green fluorecent protein，緑色蛍光タンパク質）

の発見と応用により，さまざまなタンパク質の挙動を生き

た細胞において観察することができるようになった．また，

単なる分子の局在や動態だけでなく，FRET を用いて細胞

におけるさまざまな生化学反応の可視化もできるように

なった． 
 FRET（Fluorescence resonance energy transfer，蛍光

共鳴エネルギー移動）とは，励起状態にある分子（ドナー）

から，ほかの分子（アクセプター）へとそのエネルギーが

移動する現象であり，どのくらいのエネルギーが移動する

か（FRET 効率）は，ドナーとアクセプターとの距離や角

度，および，ドナーの蛍光スペクトルとアクセプターの吸

収スペクトルとの重なりにより決まる．異なる 2 色の蛍光

タンパク質のあいだで FRET を起こすことにより，タン

パク質間の相互作用や細胞内シグナル伝達を可視化する

ことのできるプローブが開発された 10)．たとえば，Ca2+

インジケーターである Cameleon は，ドナーとアクセプタ

ーとのあいだにはさまれたカルモジュリンが Ca2+と結合

 

図 1 生化学情報のコードの 3 つの方式 

分子の種類による identity code，分子の濃度や活性の時間変

化による temporal code，分子の濃度や活性の空間的な広がり

による spatial code． 
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すると，その標的である M13 と結合することによりプロ

ーブ全体のコンフォメーションが変化し，ドナーとアクセ

プターとのあいだの距離や角度が変化することによりそ

れらの蛍光強度の比が変化する 11)（図 2）．ドナーとアク

セプターの蛍光強度の比をとることにより Ca2+の濃度を

定量することができ，プローブの濃度が不均一な細胞にお

いても活性化の度合いを定量することができる．これまで，

Ca2+だけでなく，cAMP，cGMP，ホスファチジルイノシ

トールリン酸などのセカンドメッセンジャー，酵素活性，

タンパク質間の相互作用など，FRET を用いたさまざまな

プローブが作製されており 12)，現在も，さまざまな生命

現象のうらにある細胞内シグナル伝達の動態が解明され

つつある． 

4． 光による操作 

 FRET を用いてたんに生化学反応を観察するだけでな

く，生化学反応を細胞の任意の場所で意図した時点におい

て直接的に操作する方法があれば，生化学反応の情報処理

に対してさまざまな介入を行う実験が可能になる． 
 2005 年にチャネルロドプシンの応用が発表されて以来，

光に感受性のあるイオンチャネルやイオンポンプを用い

てニューロンの活動を活性化あるいは抑制する光遺伝学

（optogenetics）が可能になり，現在では，非常によく用

いられる新たなツールとなっている．とくに，細胞に特異

的な遺伝子プロモーターやウイルスによる局所的な遺伝

子導入と組み合わせ，さまざまなニューロンや神経回路の

機能を in vivo において検討する実験が多く行われている

13)．また，神経活動だけでなく，光に感受性のドメインを

用いることにより細胞内シグナル伝達の制御も可能にな

っており，こうした光による操作はオンとオフの時間分解

能が高く可逆的であるため，生体における情報処理の解析

においてますます重要度があがっている． 
 一方で，シナプスひとつひとつを光により操作する技術

も開発されている．とくに，ケージド化合物に対する光融

解法では，保護基により不活性な状態におかれているケー

ジド化合物に対し，光を照射することで保護基を脱離させ

ることにより，非常に小さな領域に限局して化合物を活性

化し単一のシナプスを刺激することが可能である．たとえ

ば，二光子顕微鏡によるグルタミン酸の光融解法によりシ

ナプスに存在する AMPA 型グルタミン酸受容体の局在が

マッピングされ 14)，ひとつひとつのシナプスにおいて個

別に長期増強を誘導することが可能であることが示され

た 15)．また，二光子励起による光融解法と FRET を用い

た測定を組み合わせることにより，長期増強のときの細胞

内シグナル伝達が可視化された 16,17)． 
 現在もこうした光操作と FRET イメージング法との融

合は進んでおり，今後，シグナル伝達の研究においてます

ます重要度が増すものと思われる．しかしながら，これま

での方法は 1 種類のシグナルの活性化しか可視化するこ

とができなかったため，酵素のあいだでの相互作用，ある

いは，個々のシナプスにおける変動などを調べることがで

きなかった．シナプスにおいて複数の分子がネットワーク

を形成して情報を処理する過程を解析するために，単一の

シナプスを刺激しつつ複数の酵素の活性を測定する方法

の開発が待たれてきた． 

5． dFOMA イメージング法の開発 

 筆者らは，こうした背景から，2 つの FRET プローブか

らのシグナルを同時に可視化するデュアル FRET イメー

ジング法と光融解法とを組み合わせた dFOMA 法（dual 
FRET imaging with optical manipulation）を開発した

18)．これまで，世界中のさまざまなグループにより，それ

ぞれ独自のデュアル FRET イメージング法が開発されて

きたが 19)，3～4 種類の蛍光タンパク質から蛍光シグナル

を分離するために 4 波長の測定など複雑な光学系が必要

であり，簡便性や汎用性といった点で難があった．また，

デュアル FRET イメージング法のコンセプト自体はださ

れていたものの，生物学的な研究には十分には応用されて

いなかった．このような背景から，2 つの FRET プローブ

からのシグナルをより簡便に分離することのできる，新た

なデュアル FRET イメージング法の開発が待ち望まれて

いたのである． 
 dFOMA 法は，これまでよく用いられてきた蛍光スペク

トルの違いではなく，励起スペクトルの違いによりシグナ

 

図 2 FRET を用いた細胞におけるシグナルの可視化 

Ca2+インジケーターである Cameleon の例．Ca2+と結合していない状態では FRET 効率は低いが，Ca2+がカルモジュリンに結合す

るとそれが M13（ミオシン軽鎖リン酸化酵素のカルモジュリン結合部位を構成する 26 アミノ酸残基からなる塩基性ペプチド）と結

合し，CFP と YFP とのあいだで FRET が起こるようになり蛍光強度の比が変化する．それを測定することにより Ca2+の濃度を定

量することができる． 
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ルを分離することで，より簡便に 2 つの FRET プローブ

からのシグナルを測定する方法として考案された．このた

めに，近年，開発されたさまざまな励起スペクトルおよび

蛍光スペクトルをもつ蛍光タンパク質を用いて，新たな

FRET プローブのペアによるデュアル FRET イメージン

グ法を開発した 20)．以下，2 つの FRET プローブからの

シグナルを分離する原理を簡単に説明する．1 つ目のプロ

ーブは Sapphire（ストークスシフトの大きい GFP 変異

体）をドナー，mCherry（明るいタイプの mRFP）をア

クセプターとし，2 つ目のプローブは YFP をドナー，

mCherry をアクセプターとした 20-22)（図 3a）．2 つのプ

ローブのドナーおよびアクセプターはよく似た蛍光スペ

クトルをもつため，それらの分離はむずかしそうに思える

が，励起スペクトルの違いを用いることでこれらを簡単に

分離することができる．1 つ目のプローブのドナーである

Sapphire は波長 405 nm 付近の紫色の光で励起され，波

長 514 nm 付近の緑色の光では励起されない．一方，2 つ

目のプローブのドナーである YFP は波長 405 nm 付近の

紫色の光では励起されないが，波長 514 nm 付近の緑色の

光で励起され，これはちょうど Sapphire とは相補的であ

る．よって，紫色の光と緑色の光でそれぞれのプローブを

交互に励起し，2 つの蛍光チャネルにより測定すれば，2
つの FRET プローブを可視化することができる（図 3b）．
交互に 2 つのプローブを観察するという点において完全

な同時計測ではないが，励起波長の切り替えが計測したい

現象よりも十分に速ければ，2 つの FRET シグナルを比較

することは十分に可能である．また，紫外領域の励起光を

用いないため，紫外光レーザーを用いた光融解法による局

所の刺激も可能である．このように，dFOMA 法は測定光

学系が2波長での励起に対する2波長での測定と単純なの

で（図 3c），蛍光顕微鏡のほか共焦点顕微鏡やプレートリ

ーダーなどのハイスループットな計測系にも応用が容易

であり，今後，さまざまなアプリケーションに応用されて

いくものと考えられる． 

6． Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナー

ゼ IIαおよびカルシニューリンの活性化を測定

する FRET プローブの作製 

 具体例として，筆者らが，この dFOMA 法を用いて行

った，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ II

 

図 3 dFOMA 法の測定の原理 

（a）dFOMA 法に用いる 2 種類の FRET プローブ．ドナーの励起スペクトルを緑色の実線，ドナーの蛍光スペクトルを緑色の点線，

アクセプターの蛍光スペクトルを赤色の点線で示す．RS プローブは Sapphire をドナー，mCherry をアクセプターとする FRET プ

ローブで，紫色の光で励起されるが緑色の光では励起されない．RYプローブはYFPをドナー，mCherryをアクセプターとするFRET

プローブで，緑色の光で励起されるが紫色の光では励起されない． 

（b）交互に励起することにより，2 つの FRET プローブからのシグナルを分離することができる． 

（c）dFOMA 法における顕微鏡イメージングのセットアップの例．2 波長での励起に対する 2 波長での測定という測定光学系に，

紫外光レーザーによる光融解法を組み合わせている． 
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αとカルシニューリンによる神経入力の情報処理の過程

の解析について紹介する 18)． 
 ニューロンやシナプスにおいて Ca2+シグナル伝達のエ

フェクターとして中心的な役割をはたすリン酸化酵素お

よび脱リン酸化酵素が，Ca2+/カルモジュリン依存性プロ

テインキナーゼ IIαおよびカルシニューリンである．どち

らの酵素も，遺伝子改変マウスを用いた行動の解析，電気

生理学的な解析，薬理学的な解析などから，シナプスの可

塑性と記憶および学習に重要な役割をはたすことが示さ

れてきた．とくに，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテイ

ンキナーゼ II は Ca2+濃度の形成するパルスの temporal 
code（頻度）を読み解くことのできる性質をもつことが in 
vitro において示されており 23)，実際のシナプスにおいて

入力情報を読み解くしくみの解明が待たれていた．どちら

の酵素も Ca2+濃度が十分に低く，Ca2+/カルモジュリンが

結合していない状態では自己抑制ドメインにより酵素活

性が抑制されているが，Ca2+/カルモジュリンが結合する

とコンフォメーションが変化し，この抑制がはずれて酵素

反応は活性化する．この活性化にともなうコンフォメーシ

ョンの変化を FRET シグナルの変化として検出すること

のできる Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ

IIαおよびカルシニューリンの FRET プローブを開発し

た（図 4a）．Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナ

ーゼ IIαの FRET プローブとしては，mCherry を N 末端

に，mT-Sapphire を可変ドメインに挿入したプローブを

開発した．in vitro における実験から，Ca2+/カルモジュリ

ン依存性プロテインキナーゼ IIαに対するこの FRET プ

ローブのシグナルは酵素活性と定量的に相関すること，変

異体や阻害剤による実験により Ca2+/カルモジュリンの結

合および自己リン酸化により FRET シグナルが変化する

ことが明らかになった．とくに，自己リン酸化により

FRET シグナルが変化することから，この FRET プロー

ブが Ca2+ではなく，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテイ

ンキナーゼ IIαの酵素活性のインジケーターとして機能

していることが示された．こうした FRET プローブの評

価により，FRET による酵素活性の測定における定量性が

担保されると考えた． 

 

図 4 dFOMA 法による Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαとカルシニューリンの情報処理の特性の解析 

（a）dFOMA 法に用いた Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIα（CaMKIIα）およびカルシニューリ

ンの FRET プローブの構造．V：可変ドメイン． 
（b）光融解法によるグルタミン酸の刺激の頻度および回数を変化させたときの，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテ

インキナーゼ IIα（青色）およびカルシニューリン（ピンク色）の活性化の経時変化．2 つの酵素のあいだで応答性

は明らかに異なる． 
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7． Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIα
とカルシニューリンによる入力情報のデコード 

 ニューロンのあいだの情報伝達は，活動電位の全か無か

の法則による発火と，それにともなうシナプス前終末から

の神経伝達物質の放出により行われている．とくに，情報

は活動電位の発火の頻度および回数によりコードされる

と考えられている．これが神経伝達物質と受容体の活性化

をつうじて，後シナプスにおいて生化学反応として情報の

媒体を変化させることになる． 
 こうしたニューロンにおける生化学反応による情報処

理をどのように解析すればいいだろうか？ 以下の順序

で細胞内シグナル伝達による神経入力の情報処理の過程

を検討した．1）刺激の入力をパラメトリックに変化させ

る（今回は，刺激の頻度を 0.5～20 Hz，回数を 10～30 回

のあいだで変動させた）．2）細胞体における Ca2+/カルモ

ジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαおよびカルシニ

ューリンの酵素反応の活性化のパターンを検出する．3）
活性化パラメーターの抽出し入力パラメーターに対しプ

ロットする． 
 グルタミン酸の光融解法を用いた単一のニューロンへ

の局所の刺激と，デュアル FRET イメージング法とを組

み合わせて生化学反応による情報処理の過程を解析した．

海馬培養ニューロンに対し，Ca2+/カルモジュリン依存性

プロテインキナーゼ IIαおよびカルシニューリンに対す

る 2 種類の FRET プローブを共発現し，光融解法による

グルタミン酸の刺激に対する酵素反応を測定した．まず，

Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαの酵

素反応からみると，刺激の回数が少ないときはほとんど活

性化が認められなかったが，回数が 20 回以上かつ頻度が

5 Hz 以上の刺激の場合には活性化が認められた（図 4b）．
このことは，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナ

ーゼ IIαは刺激入力の頻度と回数の両方の情報をデコー

ドする機能をもつことを示唆した．一方，カルシニューリ

ンの酵素反応は低頻度の刺激の場合において頻度に依存

した活性化がみられたが，5 Hz 以上の頻度ではほとんど

変わらず，刺激の回数に対する依存性は高かった．このこ

とから，カルシニューリンは刺激入力の回数をデコードす

ることが示唆された．この 2 つの酵素のもつ応答特性の違

いから，神経入力の情報コード（頻度および回数）から生

化学反応（酵素反応の活性化のパターン）への変換の過程

 

図 5 シナプスにおける Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαおよびカルシニューリンの活性の同時測定 

（a）シナプスは刺激の頻度に応じて，その体積を変化させたり変化させなかったりという意思決定を行う．この生化

学的な情報処理の過程には Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαおよびカルシニューリンなど，Ca2+

に依存性のある酵素がかかわっている． 
（b）異なる頻度の刺激に対し，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIαとカルシニューリンは異なる活

性化プロファイルを示す． 
CaMKIIα：Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ IIα． 
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が，生きたニューロンにおいてはじめて明らかになった． 

8． dFOMA 法による単一のシナプスにおける解析 

 こうした神経入力の生化学反応によるデコードは，神経

の機能としてどのように利用されているのだろうか？ 

dFOMA 法をさらに発展させ，単一のシナプスにおける刺

激と，それに対する Ca2+/カルモジュリン依存性プロテイ

ンキナーゼ IIαおよびカルシニューリンの酵素反応の解

析を行った．その結果，5 Hz の頻度の刺激に対しシナプ

スの形態に変化はみられなかったが，20 Hz の頻度の刺激

に対してはシナプスの形態が大きくなった．この現象は構

造的なシナプス可塑性として知られており，機能的なシナ

プス可塑性と相関することが明らかになっている 15)．こ

の構造の変化を起こすかどうかを生化学反応はどのよう

に決定しているかを知るため，5 Hz および 20 Hz の頻度

の刺激に対する Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキ

ナーゼ IIαおよびカルシニューリンの単一のシナプスに

おける酵素反応を dFOMA 法により解析した．まず，シ

ナプスの形態を観察するため mCherry 単体を発現させ，

光融解法によるグルタミン酸の単一のシナプスに対する

刺激を低頻度（5 Hz，100 回）および高頻度（20 Hz，100
回）で行った．そうすると，5 Hz の頻度の刺激に対して

はシナプスの形態は変わらなかったのに対して，20 Hz の

頻度の刺激ではシナプスの大きさは大きくなった（図 5a）．
このことから，シナプスにおける生化学反応により刺激入

力の情報は読み解かれ，シナプスの形態の変化をひき起こ

すという情報処理が行われていることが示唆された．そこ

で，dFOMA 法を用いて，Ca2+/カルモジュリン依存性プ

ロテインキナーゼ IIαおよびカルシニューリンの酵素反

応の活性化を 5 Hz と 20 Hz の頻度の刺激のあいだで比較

した．その結果，Ca2+/カルモジュリン依存性プロテイン

キナーゼ IIαの酵素反応は 5 Hz の頻度の刺激では活性化

されないが，20 Hz の頻度の刺激では活性化が認められた

（図 5b）．一方で，カルシニューリンは，5 Hz および 20 Hz
の頻度の刺激の両方でシナプスにおいて酵素反応の活性

化が認められた一方，20 Hz の頻度の刺激に対しては樹状

突起への活性の広がりがみられた．こうした酵素反応の活

性化のパターンの違いの生理的な意義については今度の

課題であるが，たとえば，カルシニューリンは樹状突起の

内部におけるシグナル伝達により核へと情報を伝達して

いる可能性が考えられる．Ca2+/カルモジュリン依存性プ

ロテインキナーゼ IIαとカルシニューリンの異なるデコ

ードの特性により，神経入力の情報を読み解き，神経活動

に依存的なさまざまな過程が制御されていることがわか

った． 
 今後，dFOMA 法を用いて，さらに樹状突起のなかでの

生化学反応の演算の過程や，シナプスから核へと伝達され

ていくシグナルの実態が明らかになるものと期待される． 

おわりに 

 生体において“情報”がどのようにコードされているの

かを理解することは，長いあいだ（そして，いま現在も）

重要な研究課題である．ここで紹介した，筆者らの最近の

研究は，神経入力，生化学反応，生理的な意義の関連性を

実際のシナプスにおいて実証したものであり，ニューロン

におけるシステムを形成する遺伝子，神経活動，生化学反

応の動的な情報統合の過程の理解に役だつものである．ま

た，dFOMA 法は，技術的にもさまざまな計測系への応用，

とくに，ハイスループットな計測系における利用が期待さ

れるほか，応用の観点からは，分子自体ではなく複数の細

胞内シグナルの temporal codeあるいは spatial codeを制

御することにより効果を発揮するような薬剤の開発など，

新たな創薬のコンセプトにつながる可能性がある． 
 今後の課題として，生化学情報システムからの生命の理

解について 3つの方向性をあげる．1 つ目は，identity code，
temporal code，spatial code という別々のコードで表現

された情報の統合の過程の理解である．このためには，網

羅的かつハイスループットな計測，理論およびシミュレー

ションによる研究，合成生物学的なアプローチによる人工

的な生化学システムの設計にくわえ，dFOMA 法を応用し

て複数の分子による temporal codeと spatial code との相

互作用を解明することが重要であると考えられる．こうし

た複数の分子のあいだの動的な相互作用の研究を進める

ことにより，生化学システムの上流から下流へのフローチ

ャート的な現在の理解から，循環的なオートポイエーシス

（autopoiesis）のような自己組織化像へと発展する可能

性が秘められている． 
 2 つ目は，生化学情報の処理ユニットの個性あるいは個

体差の解明である．ヒトの脳の基礎代謝は約 20 ワットで

しかなく，少数のニューロンの活動に情報の意味が効率的

にコードされていると考えられている 24)．よって，シナ

プスにおける生化学システムについても，シナプス前細胞

の発火の頻度によりその分子の構成や機能が制御されて

いる可能性がある．dFOMA 法は個々のシナプスにおける

生化学反応をひとつひとつ分離して検討することができ

るので，シナプスごとの個体差（分子の構成だけでなく，

動的な活性の違い）や，その機能的な意義についての解明

が進むと期待される． 
 3 つ目は，生化学情報の処理システムの設計や進化の過

程の解明である．現代のわれわれにとりシナプスにおける

生化学システムは既存のデファクトスタンダードであり，

そもそも，なぜ Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキ

ナーゼ IIαとカルシニューリンの情報処理の特性に違い

がなくてはならないか，その必然的な答えはない（その違

いの機能的な意義や分子機構について研究することはで

きるが）．しかし，この進化の過程をたどることにより，

どのようにして現在のすがたに発展したのか，その拘束条

件や進化的な意義を考察することはできる．近年では，比
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較進化学的な研究により，シナプスにおける生化学システ

ムのパーツの進化の過程や，細胞における分子の局在の進

化的な意味あいが解明されている 25,26)．こうした比較進化

的な視点を顕微鏡イメージングにとりいれ，進化による構

成分子の追加あるいは欠失や，変異により細胞における情

報コード自体あるいはその意味がどのように変化してき

たのかを研究することは，生化学情報の処理システムの設

計思想や進化学的な意味の理解につながると考えられる．

とくに，dFOMA 法は同一の条件をとる同一の細胞におい

て，2 つの種からのオーソログ，あるいは，同一の種の 2
つのパラログの遺伝子産物の活性を比較検討することが

可能であるので，そうした比較による情報コードの進化に

ついての研究への応用が期待される． 
 今後，こうした研究をとおして，個々の分子と生化学反

応との集合体がどのように統合されて全体として生命と

いうシステムを構築しているのか，その理解に少しずつ進

んでいくことが期待される． 
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