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Fig. 1. Schematic drawing of high-pressure electrophore-
sis apparatus. This enables electrophoresis under regulated
conditions of 4 to 40°C and up to 200 MPa.
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特集 ― 生命科学における高圧力研究の異分野融合 ―

高圧力電気泳動法を用いた
タンパク質解離会合系の定量的解析

Quantitative Analysis of Protein Association System Using High-Pressure Electrophoresis
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High-pressure electrophoresis was designed to investigate the association system of proteins quantitatively. In
this methodology, pressure and temperature precisely perturbs the association equilibrium of supermolecular
protein assembly, whose decomposed fractions can be in-situ analyzed by native polyacrylamide gel electropho-
resis (PAGE). The bands of these fractions allow us not only to unravel the elementary process of assembly for-
mation but also to quantify various volumetric properties including thermal expansion change of each process.
In this article, we report its application to the problem of amyloid protofibril formation.

［high-pressure native polyacrylamide gel electrophoresis, supermolecular protein assembly, association
equilibrium, thermodynamic analysis, volumetric properties, thermal expansion change］

. はじめに

近年，タンパク質等の生体高分子からなる巨大な

超分子複合体の構造情報が，X 線結晶解析や電子

顕微鏡などによって集積されつつある。しかし，そ

れらの解離会合過程に関する直接的な知見は少ない。

高圧力はタンパク質の解離会合平衡を精密に摂動す

る方法として早くから着目され，200 MPa までの

高圧力によってタンパク質凝集体を変性させること

なく解離させる技術が既に実用化されている[1]。

高圧力下での直接的な解離会合平衡の解析には高圧

力 X 線小角散乱法などが有効であるが，放射光な

どの特別な施設を必要とする[2]。

一方，高圧力によって解離したタンパク質複合体

の各成分を容易に分離・同定できる手法として，高

圧力 native ポリアクリルアミドゲル電気泳動法

(native PAGE)が挙げられる。従来，泳動パターン

を定量的に解析することは困難であったが，我々の

グループは解離・会合の熱力学量を導出することに

初めて成功した。本稿では我々が最近行った，アミ

ロイド形成タンパク質の高圧力による解離過程を追

跡した研究例を報告する[3]。

. 高圧力電気泳動実験

Fig. 1 に高圧力電気泳動装置の概要図を示す。耐

圧容器内に圧媒として大澤ワックス株式会社製軽荷
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Fig. 2. Evaluation of high-pressure native PAGE by using wild-type hen lysozyme as a standard sample. (a) Stained gel
images varying the loaded amount from 0.5 to 10 ng, and the pressure from 10 to 200 MPa. (b) Density profiles correspond-
ing to (a). Gray area represents the fitted Gaussian, from which migration distance and peak area are estimated. (c) Pres-
sure dependence of the migration distance. (d) Calibration curve for the peak area on the density profile as a function of the
loaded amount. As for (c) and (d), each plot and error bar represent the average and the standard deviation obtained from
the density profiles larger than 30.
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重用万能ミシンオイルを満たし，その中に泳動槽を

浸漬することで，4～40°C の温度制御と 200 MPa
までの圧力制御下での電気泳動が可能である[4]。

泳動槽には，6 本の f 2.5 mm×95 mm のガラス管

内に調製したポリアクリルアミドディスクゲルを設

置することができる。ディスクゲルを使用すること

で，圧力によるゲルの圧縮を一方向のみに限定でき

る。また，複数ゲルを同時に泳動できるため，定量

性の確保が容易になる。

本稿で紹介するタンパク質はニワトリリゾチーム

の 8 つの Cys 残基を Ala または Ser に置換した変

異体であり，0SS と呼称されている。0SS は pH4
程度で単量体として溶解するが，塩の添加によって

会合し，室温・十数時間以上の静置でアミロイドプ

ロトフィブリル（原線維）を形成する。また，その

プロトフィブリルが 100～200 MPa の高圧力で可逆

的にモノマーまで解離することが，高圧力下におけ

る NMR や蛍光分光法によって確認されている[5

7]。以下の試料のプロトフィブリルは 8 mg mL－1

の 0SS モ ノ マ ー を 室 温 下 ， 20 mM Na-acetate
(pH4.0），30 mM NaCl 溶液中で 16 時間静置する

ことによって調製した。また標準試料として野生型

ニワトリリゾチームを用いた。

大気圧，室温における 5 分間のプレランニングに

よって試料をゲル内へ導入し，目的の温度・圧力下

で 1 時間平衡化した後，3 時間の泳動を行った。泳

動後のゲルに対し，10酢酸，30メタノール水溶

液を溶媒とした 0.1 CBB R-250 色素による振と

う染色を行い，CCD スキャナーによる画像取得と，

画像解析ソフトによる黒化度プロファイルへの変換

を行った。

. 高圧力 native PAGE における泳動距離と染色

定量性

泳動パターンを定量的に解析するには，各バンド

の泳動距離と染色度より，サンプル量を定量できる

ことが前提となる。そこで，圧力によって泳動距離

がどのような影響を受けるか，および染色による定

量が可能かどうかについて検証した。標準試料とし

て用いた野生型リゾチームは，本研究の圧力範囲に

おいて大きな立体構造変化を示さないことが報告さ

れている[8,9]。

Fig. 2a, b に，様々な試料量および圧力での野生

型リゾチームの native PAGE のゲル写真および黒

化度プロファイルを示す。Fig. 2b のように，黒化

度プロファイルのピークに対してガウス曲線フィッ

トを行い，泳動距離およびピーク面積を算出した。

こうして得られた泳動距離の圧力依存性を Fig. 2c
に，またピーク面積と試料量との較正曲線を Fig.

2d に示す。CBB R-250 染色は染色・脱色の条件に

よって大きく左右されることが危惧されたが，Fig.

2d のように較正曲線のばらつきをかなり抑えるこ

とができた。
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Fig. 3. Stained gel images of 0SS protofibril, 0SS
monomer (without fibrillization process), and wild-type
hen lysozyme (a) at 0.1 MPa and (b) at 200 MPa. (c)
Stained gel images of 0SS protofibril at various pressures,
25°C.

Fig. 4. Relationship between association schemes and
gel patterns. In the sequential association model, various
short oligomers would emerge upon the dissociation
process, resulting in the multiple electrophoresis band fol-
lowing the major band (upper row). In the nucleation-
and-elongation model, on the other hand, short oligomers
could not be observed, because dissociation would occur
only at the terminus of protofibril per monomer, and the
remaining nucleus oligomer would resist against the dis-
sociation (lower row).

28

高圧力m科学g技術 Vol. 27, No. 1 (2017)

このファイルの頒布には日本高圧力学会の許諾が必要です。

. 0SS プロトフィブリルの高圧力 native PAGE

. 泳動距離から分子量分布と構造変化を読み取る

native PAGE における泳動距離はタンパク質の

分子量だけでなく，電荷密度や立体構造にも影響さ

れる。アミロイドのようなホモオリゴマーの場合，

電荷密度は会合数によってほとんど変化しないので，

泳動距離は会合数と立体構造によって決まると考え

てよい。

Fig. 3 に 0SS プロトフィブリルの高圧力 native

PAGE の例を示す。Fig. 3a では大気圧において，

0SS プロトフィブリル，0SS モノマーおよび，野生

型リゾチームの native PAGE を比較した。0SS プ

ロトフィブリルはほとんどがゲル最上流部に滞留し

ており，泳動距離は事実上 0 mm であった。一方，

0SS モノマーは同じ電荷と分子量を持つ野生型リゾ

チームと比較して泳動距離が非常に短く，またバン

ド幅が広かった。これは 0SS モノマーが決まった

立体構造をとらないランダムコイルであることに対

応する[5]。

Fig. 3b では 200 MPa における結果を示す。野生

型リゾチームの泳動パターンを大気圧と比較すると，

Fig. 2c で示したようにやや泳動距離が短くなって

いるものの，バンドの形状や幅は全く変化しなかっ

た。一方，プロトフィブリルは解離し，モノマーと

同じ泳動距離を示した。また，0SS モノマーの泳動

挙動にも圧力依存性が見られ，200 MPa での泳動

距離は大気圧よりも 2 倍ほど長くなった。この傾向

は野生型リゾチームの高圧力による泳動距離の減少

とは対照的であり，圧力によるランダムコイルから

よりコンパクトな構造への転移が native PAGE で

観測できることが分かった。

Fig. 3c において，25°C，様々な圧力における

0SS プロトフィブリルの native PAGE を比較した。

100 MPa までの圧力の増加に伴って，0SS モノマー

のバンドが濃くなり，同時に泳動距離が長くなった。

また，ゲル最上流部のプロトフィブリルのバンドが

薄くなった。これらのことから，圧力上昇に伴いプ

ロトフィブリルからのモノマーの解離と，モノマー

の構造転移が並行して起こったと考えられる。

Fig. 3c において特に注目すべき点は，0SS プロ

トフィブリルの高圧力による解離において，単量体

以外の解離成分（二量体・三量体など）が明確なバ

ンドとして現れないことである。このことは Fig. 4
において考察されるように，プロトフィブリル形成

が核形成・伸長モデルで説明できることを示す[10]。

以下では，核形成・伸長モデルに基づいて 0SS プ

ロトフィブリルの高圧力 native PAGE の解析を行
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Fig. 5. Density profiles of 0SS protofibril at various temperatures and pressures. Solid lines represent the density data ob-
tained from the stained gel images. The gray area, which was separated from the tail by Gaussian approximation, cor-
responds to the amount of monomeric 0SS being in equilibrium with protofibril prior to the electrophoresis.
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い，特にモノマー単位での伸長・解離過程に関して

熱力学的に考察する。

. 泳動パターンは泳動前の平衡状態と泳動中の

反応速度を反映する

高圧力 native PAGE による解離会合系の研究で

は，ゲルへの試料導入後に目的の温度・圧力で会合

平衡を成立させた後，泳動によって各成分を分離す

る。しかし，成分の分離によって会合平衡が破れる

ため，泳動中は反応速度に従って再解離・再会合が

起こる。従って，native PAGE の結果を平衡論的

に解析するためには，泳動パターンから泳動中の解

離会合反応の影響を差し引いて，泳動前の平衡組成

を推定する必要がある。

Fig. 5 に，20～35°C，0.1～200 MPa における

0SS プロトフィブリルの native PAGE を黒化度プ

ロファイル化した結果を示す。Fig. 3 において既に

示したように，圧力とともにプロトフィブリルが減

少し，モノマーが増加した。これらの圧力依存性は

20～35°C において共通の傾向であったが，温度が

高いほど解離曲線が低い圧力へとシフトした。すな

わち，温度・圧力による解離会合平衡のシフトが高

圧力 native PAGE によって明確に観測できること

が分かった。

また，Fig. 5 を注意深く観察すると，解離の初期

～中期において，モノマーのバンドがゲル最上流の

プロトフィブリルバンドに向かって長く裾を引く傾

向が見られた。この裾部について，我々は Fig. 6

のように考察した。主バンドの裾部は泳動中にゲル

最上流部のプロトフィブリルから新たに解離したモ

ノマーであり，主バンドから裾部を切り離すことに

より，泳動直前にプロトフィブリルと平衡にあった

モノマー量を決定できる。そこで，Fig. 5 の網掛け

部分のように，主ピークに対してガウス曲線のフィ

ットを行い，そのガウス曲線面積より平衡モノマー

量を見積もった。その結果，圧力解離曲線が Fig.

7a のように得られた。Fig. 7a によれば，圧力解離

は協同的であり，温度とともにより低い圧力へとシ

フトした。また，解離モノマー量が仕込みの総 0SS
量 10 ng に達しなかったことから，200 MPa の高圧

力でも一部のプロトフィブリルが解離しないことが

分かった[6,11]。

. プロトフィブリル解離の熱力学的モデル

Fig. 7a の圧力解離曲線を記述するために，0SS
プロトフィブリルの圧力解離に関する熱力学的モデ

ルを質量作用則に基づいて作成した[3]。平衡状態

でプロトフィブリルと共存するモノマーの容量モル

濃度[M]は次式のように表される。

[M]＝
A－ A2－4[M]TKD

2 (1)

A＝[M]T＋CT/N0＋KD

[M]T は最大の解離モノマー容量モル濃度，CT は

仕込みの総 0SS 容量モル濃度，N0 は加圧前のプロ

トフィブリルの初期会合数である。KD はプロトフ
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Fig. 6. Schematics of 0SS protofibril dissociation
process during electrophoresis. Horizontal and vertical ar-
rays indicate positions in the gel and the time course of
electrophoresis, respectively. Just prior to the electropho-
resis (t0), protofibril (closed circle) and monomer (open
circle) are in equilibrium at the top of the gel (D0). As the
electrophoresis advances to the time t1, monomer migrates
to D1 as the major band, while protofibril stays at D0.
Consequently, dissociation equilibrium at D0 is no longer
established, providing the subsequently dissociated
monomer (gray circle) at t1′. At the following time t2, the
newly dissociated monomer migrates to D1, while the
originally existing monomer migrates to D2. These con-
tinuous dissociation and migration result in the tail after
the major band.

Fig. 7. (a) The amount of monomeric 0SS in equilibri-
um with the protofibril, wM, as a function of pressure.
Solid lines represent the fitted theoretical pressure-dissoci-
ation curves described by equations (5) and (6). (b) Tem-
perature dependence of the partial molar volume change
for dissociation, DVD, estimated as one of the fitting
parameters of the pressure-dissociation curves in (a). The
slope of the least square fitted line (solid line) corresponds
to the change in thermal expansion for dissociation, DeD.

30

高圧力m科学g技術 Vol. 27, No. 1 (2017)

このファイルの頒布には日本高圧力学会の許諾が必要です。

ィブリル末端からのモノマーの逐次解離定数であり，

次式のように表される。

KD＝
[Mi－1][M]

[Mi]
(2)

ここで，[Mi]は i 分子のモノマーからなるプロトフ

ィブリルの容量モル濃度である。また，KD は圧力

の関数として次式のように表される。

KD＝exp(－DGD°(0)－DVDP
RT ) (3)

DGD°(0)は大気圧におけるモノマー解離に伴う標準

Gibbs エネルギー変化，P は圧力である。DVD は解

離に伴う 0SS モノマーの部分モル体積変化であり，

圧力に依存しないと仮定した。

(3)式を(1)式に代入することにより，モノマー濃

度[M]の圧力 P 依存性が理論曲線として得られ，

実験で得られた圧力解離曲線と比較することにより，

プロトフィブリルの初期会合数 N0，大気圧におけ

るモノマー解離に伴う標準 Gibbs エネルギー変化

DGD°(0)，解離に伴う部分モル体積変化 DVD の 3
つのパラメータが得られる。

. native PAGE 上での解離会合平衡における

「濃度」の取り扱い

解離会合平衡を質量作用則に基づいて記述する場

合，(1)式のように濃度を用いた表記が必須である。

しかし Fig. 7a に示されているように，泳動パター

ンの解析では各成分の物質量やその比は得られるが，

「濃度」を見積もることはできない。試料のゲルへ

の導入時の濃縮や泳動中の拡散のために，ゲル内で

の試料体積が不確定だからである。

そこで我々は，ゲル導入後の試料の実効体積 VE

という概念を導入した。泳動試料の導入操作（試料

体積およびプレランニング）は実験を通して共通で

あるので，VE は定数と見なすことができる。VE を
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Table 1. Thermodynamic parameters for pressure dissoci-
ation of 0SS protofibril. a) association number of protofibril
before pressurization; b) standard Gibbs energy change at
ambient pressure, including the correction term, as shown in
equation (7); c) partial molar volume change; d) thermal
expansion change.

T
(K) N a)

0
DGD°E(0)b)

(kJ mol－1)
Dn c)

D
(cm3 mol－1)

De d)
D

(cm3 mol－1 K－1)

293

40

59.7±0.5 －74±9
－2.3±0.1298 59.6±1.2 －83±22

308 59.3±0.2 －108±9
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用いることにより，モノマー濃度[M]，最大解離モ

ノマー濃度[M]T，仕込みの総 0SS 濃度 CT は，次

式を用いてそれぞれ対応する質量，wM, wMT, wT に

関連付けることができる。

[M]＝
wM

VEMW

[M]＝
wMT

VEMW
(4)

CT＝
wT

VEMW

MW は 0SS の分子量である。(1)式を(4)式を用いて

書き直すことにより，次式が得られる。

wM＝
A－ A2－4wMTKDVEMW

2 (5)

A＝wMT＋wT/N0＋KDKEMW

(5)式を見ると，VE と KD は常に積として現れるた

め，独立したパラメータとして取り扱うことはでき

ない。そこで，KDVE を一つのパラメータと見なし，

圧力の関数として次式のように表した。

KDVE＝exp(－DGD°E(0)－DVDP
RT ) (6)

ここで DGD°E(0)は，VE の導入によって生じた補

正項を含んだ，大気圧におけるモノマー解離に伴う

標準 Gibbs エネルギー変化であり，

DGD°E(0)＝DGD°(0)－RT ln VE (7)

で表される。(5), (6)式を用いることにより，解離

モノマー量の圧力依存性を表現することができる。

(7)式内の補正項－RT ln VE は，標準 Gibbs エネル

ギー変化の温度・圧力依存性には影響しない。

以上のことを踏まえて，(5), (6)式を Fig. 7a の

実線のように圧力解離曲線データにフィッティング

させることにより，0SS プロトフィブリル解離の熱

力学的パラメータを Table 1 のように見積もること

ができた。解離会合系では各成分の濃度が得られな

ければ平衡定数を算出できないが，成分量比の変化

により平衡定数の相対的変化を算出できるため，そ

の対数である標準自由エネルギーの変化量を導くこ

とができる。標準自由エネルギーの温度・圧力依存

性はそれぞれエンタルピーと部分モル体積の変化に

対応し，解離会合機構を解くための重要なパラメー

タである。

Table 1 によれば，大気圧における解離の標準

Gibbs エネルギーは温度に依存せず，大気圧下，温

度のみではアミロイドは解離しないことが改めて示

された。解離に伴う部分モル体積変化 DVD は，高

圧力 NMR を用いた研究[5,7]において報告されて

いる値とおおよそ一致しており，本研究の定量解析

が妥当であることが示された。また，DVD は温度

とともに減少しており，これは解離に伴う熱膨張変

化 DeD が負値であることに対応する。Fig. 7b の温

度に対する DVD のプロットの傾きより，DeD とし

て－2.3 cm3 mol－1 K－1 が見積もられた。

. 高圧力 native PAGE で分かった事

0SS プロトフィブリルの高圧力による解離は高圧

力 NMR や蛍光分光法などによって既に観測されて

いるが[57]，どのような経路を辿って解離が進行

しているかについては明らかではなかった。今回，

電気泳動パターンの圧力変化により，モノマーがプ

ロトフィブリル末端から解離するモデルが正しいこ

とが示された。

また，染色ゲルの画像処理により各成分を定量す

ることで，解離過程の熱力学的解析を行うことに成

功した。その結果，Table 1 のように，0SS プロト

フィブリルの解離に伴う部分モル体積変化 DVD と

熱膨張変化 DeD を見積もることができた。0SS プロ

トフィブリルは解離に伴ってアミロイドの基本構造

であるクロス b 構造から変性状態のモノマーへと

転移する。これは，タンパク質が変性によって規則

構造を失う過程と共通している。従って，プロトフ

ィブリルの解離とタンパク質の変性についての熱力

学的パラメータを比較することで，多くの情報が得

られる。例えば部分モル体積変化については，野生

型リゾチームの変性の場合と近い値であった[12]。
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一方，熱膨張変化については，変性の場合と絶対値

は近いが逆符号であった[13,14]。このような体積

特性の違いは，タンパク質の天然構造とアミロイド

構造の，分子内パッキングや水和に基づく違いを反

映すると考えられる[3]。

. おわりに

電気泳動法は安価な定性的成分分析法として普及

しているが，本研究ではこれを高圧力技術や熱力学

理論と組み合わせることにより，タンパク質複合体

の形成・解離反応を定量的に追跡するプローブとし

て用い，成分量比の圧力依存性より部分モル体積変

化や熱膨張変化などの立体構造変化に直結する数値

を得ることに成功した。これらの数値，特に熱膨張

変化の計測は通常，反応系が複雑になるほど困難に

なるが，本稿で紹介した方法論では，電気泳動によ

って各中間体の分離さえできれば，反応素過程のそ

れぞれに対して計測が可能となる。

これらのことから，高圧力 native PAGE 法が今

後タンパク質複合体研究の強力な手法になることが

期待できる。今後，さらなる研究例の蓄積や，系統

的な研究が望まれる。
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