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放射線利用とラジオアイソトープ
馬

場

護

放射線やラジオアイソトープ（RI）は、基礎科学から応用までの広範な分野に浸透して
おり、現代社会を支える基本的インフラとなっている。
「平成 19 年度放射線利用の経済規
模に関する調査 *」によると、工業、農業、医療の分野における放射線利用の経済効果は
 兆 1,11 億円であり、原子力産業の効果  兆 ,10 億円と合わせると、GDP 比 1.8％に至
る。伸張著しい医療分野の場合、
伸び率は前回平成9年度調査に比して30％増に及んでいる。
実際、X 線 CT や PET
（陽電子断層撮影）の普及や高度化は顕著であり、診断の高度化に大
きな役割を果たしている。また、放射線を用いたがん治療の分野においても、強度変調治
療や粒子線治療など腫瘍組織への線量集中性を高めた治療が進められ，細胞レベルの選択
性を持つ BNCT
（ホウ素中性子捕捉療法）による治験も進められている。これらは放射線の
透過力と破壊力という一見裏腹な特性を巧みに利用したもので、非侵襲的・非破壊的であ
るという放射線の特質を良く生かしたものと言えよう。ただし、日本においては、CT の
非常な普及にも関わらず放射線治療への利用率は極めて低く、臓器保全可能性や低副作用
などの特長を PR して普及率を大幅に高める必要がある。基本的には放射線の効用に関す
る情報の普及が重要であろうと考える。
放射線利用の進展は医療分野に限らず工業、農業、基礎科学等多方面に及ぶが、特に加
速器を放射線源とする線源の量・質の向上と利用技術の開発に負うところが大きい。加速
器の小型化も卓上型加速器や電池駆動X線発生装置の形で実現し、
新しい応用が期待される。
一方、従来、放射線利用における中心であった RI は利用の減少が顕在化してきている。
理由には，生命科学分野等における代替法の普及と規制に伴う煩わしさが挙げられている
が、このままでは RI 施設の存続や放射線教育と RI 利用の普及が困難となりかねないこと
から、対応策が求められる。ビーム利用に携わってきた筆者にとっては専門外ではあるが、
RI の特質である感度の高さを生かすとともに、新しい有用 RI とマルチトレーサーを積極
的に導入して多様性を高めることが一つの突破口にならないであろうか。というのは、放
射化分析や PIXE
（粒子誘起 X 線生成）等の放射線利用分析においては、多元素同時分析が
非破壊的であることとともに重要なポイントであるからである。そのためには加速器や原
子炉の利用が必要となる可能性があるが、新展開には技術革新が必要であり、RI の復権
に向かって検討が進められることを期待したい。
*http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho200/index.htm
（東北大学名誉教授・サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター研究教授）



試験管の中でタンパク質を作る
清

水

義

宏

１．はじめに
タンパク質は細胞構造の維持や、代謝、遺伝子の発現調節、物質の運搬など、多彩な機
能を担う重要な生体高分子である。したがって、タンパク質の機能・構造などを明らかに
し、また、それらのネットワーク構造を解析することは医薬品の開発に繋がるばかりで
なく、
「生命とは何か」といった生命科学の本質的課題を解く上で必須の基礎研究でもある。
こうしたタンパク質の研究を行うためには、まずタンパク質を調製しなければならない。
一般的に、タンパク質を得るためには目的の遺伝子を発現ベクターに挿入し、大腸菌や
酵母または培養細胞などで生産させる、いわゆる組み換え DNA 技術によるタンパク質発
現システムを用いる。しかしながら、発現システムを用いたタンパク質生産は、クローニ
ング、培養、精製といった手のかかるプロセスを経なくてはならず、また遺伝子を導入し
たホストの細胞に有害なタンパク質を生産させることができない。こうした問題を抱える
細胞を用いた生産システムに代わるタンパク質生産技術として、無細胞タンパク質合成シ
ステムが注目されている。筆者らは、これまで RI 標識されたアミノ酸を利用してタンパ
ク質の合成を検出するといった手法を利用して新しい無細胞タンパク質合成システムの開
発に取り組んできた。本稿では、このシステムについて、筆者らの研究成果も交え、紹介
したい。
２．無細胞タンパク質合成システムとは
すべての細胞はタンパク質を合成するシステムを持っている。このシステムを細胞から
取り出し、基質であるアミノ酸や ATP などを加え、タンパク質の鋳型となる DNA または
mRNA を加えることにより、タンパク質を試験管内で合成することが可能である。こうし
たシステムは無細胞タンパク質合成システムと呼ばれ、古くは遺伝暗号の解明などに用い
られてきた 1）。このシステムは、細胞を利用したタンパク質発現システムと比較して、鋳
型 DNA または RNA を投入するだけで目的のタンパク質を迅速に合成することが可能であ
り、また、反応を試験管内で行うため、タンパク質合成の条件検討も容易に行えるなどの
メリットがある。
しかしながら、細胞内におけるタンパク質合成システムは多数の分子が参加する非常に
複雑なシステムであり、DNA 複製酵素による DNA 複製反応や RNA 合成酵素による転写反
応などのように細胞からそのシステムのみを取り出し、反応を行うことは非常に困難であ
った。その代替として、細胞を破砕し、超遠心により不要物を除いた S30
（30,000g で遠心
後の上澄みを意味する）と呼ばれる細胞抽出液を用いてタンパク質の合成が行われてきた。
S30 のソースとしては翻訳効率のよい、大腸菌、コムギ胚芽、ウサギ網状赤血球の 3 種類
が広く一般的に利用されている。これら細胞抽出液は細胞内に存在するほぼ全ての可溶性
タンパク質を含み、タンパク質合成に必要な因子以外にも DNA・RNA 分解酵素やタンパ
ク質分解酵素、また翻訳とは無関係にエネルギーを分解してしまう酵素群など、翻訳活性
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の低下や系の不安定化につながる要素も含まれている。
このようなシステムに混入する
「不
純物」のため、古くから無細胞タンパク質合成システムは合成量が極端に低いといった問
題点を抱えてきた。しかしながら、Spirinらによる連続式無細胞タンパク質合成系の開発2）
や、細胞抽出液の調製法の改善 3）など、ここ十数年の様々な工夫によりこうした問題点は
大きく改善され、合成量も飛躍的に向上し現在では無細胞タンパク質合成システムがタン
パク質調製のツールとして定着し始めている。
３．再構築型無細胞タンパク質合成システムによるタンパク質の合成
筆者らは無細胞タンパク質合成システム
を個々の部品から再構築するといったアプ
ローチでシステムの改善に取り組んでいる。
細胞内においてタンパク質の生合成はリボ
ソーム上で進行し、mRNA の配列に従って
アミノ酸を重合させる。大腸菌などの原核
生物において、リボソーム上では、開始・
伸長・終結の 3 つの反応が進行し、それぞ
れの反応において複数の翻訳因子がその役
割を担う。また、これらの因子に加え、ア
ミノ酸を tRNA へ結合させるアミノアシル

図1

無細胞タンパク質合成システムの構成要素

tRNA 合成酵素が 20 種類のアミノ酸に対応
して必要である。さらに、効率的な無細胞
タンパク質合成システムを構築するために
は、DNA から mRNA への転写反応を担う
RNA 合成酵素、エネルギーの再生を担う
エネルギー再生酵素などが必要である（図
1）
。
これらの 30 種類以上のタンパク質因子・
酵素を全てヒスチジンタグとの融合蛋白質
として発現・精製し、これらを組み合わせ
ることによって再構築型無細胞タンパク
質合成システム、PURE
（Protein synthesis
Using Recombinant Elements）システムの
構築を行った ）。このシステムに合成した
いタンパク質をコードする DNA を加える
ことにより、目的のタンパク質を合成する

図2

PURE システムによるタンパク質の合成

ことが可能であるといった結果が RI 標識 ［35S］ラベルしたメチオニンを含む PURE システ
されたアミノ酸を用いた実験により得られ
ている（図 2）
。
現 在 ま で に、PURE シ ス テ ム を 用 い て
様々なタンパク質の合成を行ってきた。タ
ンパク質が機能を果たすためには、ペプチ
ド鎖が正確に折り畳まれ、正しい立体構造

ム反応液を用いてジヒドロ葉酸還元酵素、ラム
ダファージのリゾチーム、クラゲ蛍光タンパク
質（GFP）
、グルタチオン S- トランスフェラーゼ、
T ファージのコートタンパク質（gene 10）をそ
れぞれ合成した。合成したタンパク質は SDSPAGE で分離し、イメージングアナライザーで
可視化した。



を形成する必要があるが、タンパク質によってはその構造形成に分子シャペロンと呼ばれ
る補助因子が必要とされる場合がある。このようなタンパク質に対しては、分子シャペロ
ン共存下でのタンパク質合成が有効である 5）。また、細胞外で機能するようなタンパク質
がその機能を発現させるためには内部にジスルフィド結合の形成を必要とする場合がある。
このような場合は、PURE システム内に酸化型グルタチオンを加え、系を酸化的条件にす
ることによって、合成タンパク質にジスルフィド結合を形成させることができる 6）。さら
に、タンパク質の中には膜上で機能する膜タンパク質も多数存在する。膜タンパク質は溶
液中では正しい立体構造を形成せず、活性を保持した形での調製が困難である。特に医薬
の分野では膜受容体など、膜上で機能するタンパク質を標的とした創薬が重要であり、こ
うした膜タンパク質を、活性を保持した形で調製する需要は高い。膜タンパク質の合成に
ついては、大腸菌から調製した膜画分を投入した PURE システムを用いて膜挿入の観察に
成功している ）。
以上のように、タンパク質がその機能を果たすためには様々な成熟過程を経る必要があ
り、目的に応じてタンパク質を調製するためには、その成熟過程を理解した上で、タンパ
ク質を生産する必要がある。PURE システムはこれらのタンパク質の成熟化システムを含
まないシステムであり、ペプチド鎖の合成のみしか行わないシステムである。しかしなが
ら、このシステムを土台として、多様なタンパク質成熟化システムを付加していけば、様々
なタンパク質を、機能を保持した形で合成することが可能である。こうしたアプローチに
よるタンパク質の合成手段がタンパク質研究を支える基盤技術になるものと信じて現在研
究を進めている。
参考文献
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（大学院新領域創成科学研究科）
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井尻憲一教授が学会賞を受賞
当センターの井尻憲一教授が、本年度の日本宇宙生物科学
会において学会賞を受賞されました。今回、先生が学会賞
を受賞されたのは、スペースシャトルで実施された宇宙メダ
カ実験、ロシアの宇宙ステーション・ミールを用いた長期間
の無脊椎動物飼育・繁殖実験、そして重力刺激によって活性
化するメダカ脳内部位の研究など、宇宙生物科学に関連する
様々な研究成果を挙げられたことが評価されたためです。
先生は 2000 年に国際学会 COSPAR のノルドバーグ賞を宇
宙メダカ実験の成果で受賞しておられますが、その後の研究
も含めての今回の学会賞受賞となりました。受賞のお祝いと
ともに先生の今後のさらなるご活躍をお祈りいたします。
（アイソトープ総合センター）

アイソトープ総合センター共同利用新規導入機器の紹介
小

池

裕

也

今年度本センターにて導入した共同利用機器とし
て、X 線回折装置をご紹介いたします。ご利用希望
の方は物理部門（内線 2286）までご相談ください。
○ X 線回折装置（Rigaku Ultima Ⅳ Protectus）
粉末 X 線回折装置は、様々な材料の特性・性質・
新規材料探索などを確認・評価することが可能であ
り、幅広い研究目的への対応を目的としています。
粉末構造解析の基本的な測定及び操作が簡易で、か
つ安全装置を具備した構造の安全生が高い装置です。
今回導入した装置の性能・仕様を以下に示します。
①試料水平型
②自動校正機能

粉末 X 線回折装置（高速検出器装備型）

③高エネルギー分解能型高速 X 線検出器の装備（従来の検出器と比較して約 100 倍の強度
が得られ、高いエネルギー分解能で全ての試料で低バックグランドデータ測定が実現）
④インターロック構造（試料交換時等に管理区域に手が入らないような構造であり、教育
用としての利用も可能）



中

村

陽

本年 11 月 1 日より業務係で技術補佐員として勤務させていただいて
おります、中村

陽と申します。

現在、東京理科大学で化学を学んでおり、昼にセンターで働き、夕
方からは大学の方で授業を受けるという生活を送っております。
幼い頃より研究施設で働く事に興味がありました。現在は特に分子
生物学について勉強しています。
センターで働き始めてから見るもの聞くことすべてが新鮮な毎日ですが、一つ一つをし
っかり学んでいきたいです。
大学では、クラブ活動として化学研究部と弓道サークルに所属しています。化学研究部
では、テーマごとに班を作り、行事などで発表などをしています。弓道は、年 2 回の七団
体戦にむけて練習に励んでいます。
まだ、勤務して日が浅いですが、何事も真剣に取り組んでいきますので宜しくお願い致
します。

皆

川

まゆみ

11 月より採用となり、業務係に勤務しております、皆川まゆみと
申します。
アイソトープに関して深い知識のない者としましては、少し戸惑う
こともありますがセンターの一員としてお役に立つよう努力してまい
りたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

勝

野

真佐子

12 月 1 日より業務係（保健センター出向）で勤務させていただいて
います。
初めて言問通りの坂を上がった日は、抜けるような青空。イチョウ
の黄葉が映えていました。
長く編集端を歩いてきたので、保健センターの仕事は、どれ一つを
取っても “お初” にお目にかかるものばかり。まさに「○○の手習い」で、若い先輩に助け
られながら奮闘の日々を送っています。でも生来、新モノ好き。
「人間、やってできない
ことはない」を心の支えに、これからも励んでいきたいと思っています。
先日、再建 80 周年を迎えたという中央図書館を訪ねました。再建の経緯や蔵書につい
てなど図書館の概略をご案内いただき、
「東京大学」が持つ歴史のオーラに圧倒されて帰っ
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て参りました。学内には、建物だけでなく何気なく歩む路傍にも、失われた東京の自然が
息づいているようで、目を奪われるものがとても多く、好奇心（というより野次馬根性）
をくすぐられています。
「カメがお散歩している」と聞けば目撃をしたくなり、ドヨンとし
た「三四郎池」の底が知りたくなり……。
春を待つイチョウではありませんが、そろそろカメラのメンテナンスを始め、余暇には
新しい出会いを探しに出かけてみようとも思っています。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

○センター日誌
教育訓練の実施（新規放射線取扱者講習会）
平成20年11月12日

第113回Ｘ線コース

11月12日

第16回英語Ｘ線コース

11月1日、18日

第15回R I コース
（A）

11月1日、18日

第19回英語R I コース
（A）

学生実習
平成20年10月1日〜22日
11月 5 日〜 6 日

薬学部
医学部医学科

○人事消息
平成20年11月 1 日付け
採

用
〃

技術補佐員

中村

陽

事務補佐員

皆川まゆみ

平成20年11月30日付け
退

職

事務補佐員

滝澤美智子

平成20年12月 1 日付け
採

用

事務補佐員

勝野真佐子

○委員会だより
平成20年度第10回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年10月 6 日
（月）
開催

平成20年度第11回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年10月20日
（月）
開催

センターニュース編集委員会

平成20年10月23日
（木）
開催

平成20年度第12回放射線・安全衛生管理委員会

平成20年11月10日
（月）
開催

第118回センター運営委員会

平成20年12月15日
（月）
開催
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編集後記
今年度一年間、アイソトープ総合センターからの委員として「センターニュー
ス」の編集に携わっています。今回、編集後記を執筆することとなり、改めて過
去の「センターニュース」を読み返しました。多くの皆様に、
「センターニュース」
の中で原稿を執筆して頂いており、濃厚な歴史を感じました。その歴史を受け継
ぐと共に、アイソトープ総合センターの「今」をお伝えできるのが「センターニュ
ース」だと思っています。今年度、物理部門では新たにX線回折装置を導入、また、
放射線計測機器の整備を行い、放射線計測及び放射線利用技術の展開を目指して
います。
「センターニュース」が今後も充実するように、センターの一員としてよ
り良い研究環境の提供に努めたいと思っています。

（小池裕也）

1





東京大学アイソトープ総合センターニュース VOL. 39 NO. 3 2008 年 12 月 25 日発行 センターニュース編集委員会
〒113-0032 東京都文京区弥生二丁目11番16号 東京大学アイソトープ総合センター 03（581）2881
ホームページ http://www.ric.u-tokyo.ac.jp/

