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セルソーターを用いた
バイオ燃料高産生藻のハイスループット
遺伝子改変オートメーションシステム

User’s Interview

デンソーにおける藻バイオ燃料研究

デンソーにおける「藻からバイオ燃料の研究」は2008年頃から始まりま
した。弊社は自動車部品メーカーとしてCO2 の削減は社内でも大きな
テーマの一つとしています。CO2削減を実現できる研究シーズを調査し
ていく中で、CO2吸収量の大きい藻によるバイオ燃料の生産を実現す
るというテーマは、自動車部品メーカであるデンソーとの親和性も高く、
適したテーマと考え研究を開始しました。
現在、弊社ではマテリアル研究部と新事業統括部が連携し、私たちマテ
リアル研究部では育種と培養の要素技術開発、新事業統括部は屋外レー
スウェイポンドを用いた実証試験という分担で進めています。
研究から事業化を目指すための最も大きな課題は、コストです。藻バイ
オ燃料は世界的に研究されてきましたが、コストの壁に阻まれ事業化実
現には至っていません。弊社でもこれまで生産性向上による効率化やコ
スト低減に取り組んでおり、その一つとして藻の育種、つまり藻自体をパ
ワーアップさせることで燃料源となる油脂の生産性を高めるという取り
組みを行っています。

株式会社デンソーは、先進的な自動車技術・システム・製品を提供するグローバルな自動車部品メーカーです。
その研究開発は、自動車部品のみならず、さまざまな分野へ展開しており、その一つとして藻を用いたバイオ燃料の実現に取り組まれて
おります。その中で、バイオ燃料により効率の良い藻の育種を行う上で、遺伝子改変、シングルセルアイソレーション、改変株評価の一連の
育種プロセスをより迅速に、高いスループットで実施するために、セルソーターを含むラボオートメーションシステムを構築し、自動化され
ています。
今回、株式会社デンソーで実施されているバイオ燃料研究と、藻の育種オートメーションシステム“バイオコンビ”の概要を、先端技術
研究所の久野 斉 様、吉満 勇也 様、外海 駿輔 様にご紹介いただきました。
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藻の育種研究

バイオコンビ構想

上述のとおり育種技術開発を進めてきたのですが、バイオ系の実験には
ノウハウやテクニックが必要な上、使用する装置のメーカーが多岐に
わたるためその間をどうしても人が介在することになり、目的細胞の選
抜や培養に時間や労力がかかるということがネックでした。ところで、
弊社のメイン事業に立ち返ってみると、多くの工場でたくさんのロボット
が製造設備のラインで稼働し、一つ一つのプロセスがオートメーション
化され大量の製品を効率的に製造しています。このようなデンソー
独自のオートメーションの考え方をバイオでも応用できないか、と考え
たのが最初の着想です。これがいわゆる“バイオコンビ構想”です。
バイオコンビを立ち上げるにあたり、一番の研究対象である「藻」の遺伝
子改変を最初のターゲットとしました。遺伝子改変を自動化すると言う
のは簡単ですが、調べてみると世界的にも例は少なく、特に1st スクリー
ニングとアイソレーションの時間を大幅に削減することに重要なセル
ソーターを組み込んだロボット化はどこも手掛けていませんでした。
そこに名乗りを挙げてくれたのがベックマン・コールターです。Biomek
をベースとした自動化システムに実績があり、性能の高いセルソーター
も開発されています。私たちはベックマン・コールターと手を組み、
遺伝子導入、目的細胞の選抜、培養、遺伝子解析といった一連のワーク
の完全自動化を目指しました。ベックマン・コールター製のBiomekと
セルソーター以外に、エレクトロポレーター、CO2インキュベーター、

遠心機、サーマルサイクラー、キャピラリー電気泳動等の装置をロボット
アームでつなぎ、SAMIと呼ばれるプログラムですべての装置を連動して
制御します。ワークフローの確認、機器の選定、デモンストレーション、さ
まざまな議論を重ねて検討し、構想からおよそ2年かけて“バイオコンビ”

研究に使用している藻は、農
水プロジェクトの中で京都大
学の宮下先生により単離され
たCoccomyxa sp. KJ（以
降、KJ株）という単細胞緑藻
を材料としています。藻の全
体の特長として光合成能力が
高く、作物を育てるための耕作地が不要で食物と競合しないというメリッ
トがあります。中でもKJ株は油脂生産能力が高いだけでなく、低pH条
件下でも比較的早く増殖できることから、ほかの生物のコンタミに強いと
いうのが最大の特長です。ラボレベルでは、藻中に60%以上の油脂を溜
めることが分かっていましたが、屋外で安定してそのポテンシャルを引き
出すためには更なる改良が必要であり、藻の育種を行うことにしました。
研究を開始した当初は藻の育種技術はまだまだそろっておらず、遺伝子
導入の方法から開発する必要がありました。中央大学との共同研究を通
して、遺伝子導入方法の開発から導入効率の改善1)2)、遺伝子発現コンス
トラクトの構築1)3)4)、セルフクローニングシステム4)やPiggyBacシステム
を用いた遺伝子除去技術の開発5)など、遺伝子改変技術の応用開発を行
い、メタボリックエンジニアリングによる油脂生産性向上に取り組んでき
ました。加えて、近年、広がっているゲノム編集も開発した技術を活用す
ることでKJ株へ適用させ、遺伝子破壊を行うことに成功しました。油脂生
産に不必要な遺伝子の機能を欠損させることが可能になったことで、さら
なる生産性の向上が見込めます。ゲノム編集で狙った遺伝子のみを破壊
し、それを一つの株に集積できれば、設計通りのスーパー藻を創製するこ
とも不可能ではありません。CRISPRというゲノム編集技術はゲノムを切
断するCas9蛋白質と、標的遺伝子を特異的に認識するガイドRNAによっ
て遺伝子破壊を達成します。弊社では、KJ株向けにCas9をDNAの形で

導入する方法とRNPの形で
導入する方法の２つの実験系
を確立しました。前者ではゲ
ノム編集効率が比較的高い
というメリットがありますが、
セルフクローニングの考え方
に基づくと外来遺伝子（Cas9
遺伝子）をPiggyBacで除くと
いうステップが必要となります。後者の場合、Cas9とガイドRNAの複合
体であるCas9-RNPをそのまま細胞内に導入するため、外来遺伝子を使
わずにゲノム編集を行うことができます2)。しかし、DNA系ほど高い効率
ではないのが現状です。このようにそれぞれ長所短所があるので、あらゆ
る場面を想定した研究開発を進めています。いずれにしても、将来的に商
用規模で屋外培養することを考えると、外来遺伝子を含まないことは非常
に重要であり、現在はセルフクローニングやCRISPRによるゲノム編集技
術を中心に育種を行っています。

Coccomyxa sp. KJ

Cas9-RNP Transfection

1st Screening 
select transfected cells

Isolation & Growth

Gene Editing complete

2nd Screening
select candidates by RFLP*

3rd Screening
sequence determination

Experimental flow

*RFLP : Restriction Fragment Length Polymorphism



バイオコンビを導入した結果、遺伝子解析だけでみても1プレート当た
り手作業に必要な時間は3分の2程度に削減でき、昼夜連続で10プレー
トを処理できれば、15分の1程度まで労力を減らせます。また、単純
な時間の節約だけでなく、手作業の場合に発生していた細々とした雑
務や待ち時間の断片化が無いことで、時間を有効に使えるのです。
バイオコンビを用いた取り組み事例の一つとして、FTSY遺伝子破壊
株の作製があります。FTSYはクロロフィル関連因子であり、FTSY

の機能が失われると、クロロフィル量が減少します。屋外のレースウェ
イで培養する場合、余分なクロロフィルが少なければ光の透過率が上
昇し、底の方に流れている藻も十分な光を利用することができます。
そのため、レースウェイ全体として光の利用効率がよくなり、油脂生
産性の向上が見込まれます。遺伝子導入効率は研究開始当初よりも
100 倍程度向上しましたが、最終的にはその中でさらに遺伝子が破
壊された細胞をピックアップする必要があります。上述した通り、
Cas9-RNPを用いたゲノム編集の効率はまだそれほど高くありませ
ん。効率よく目的の細胞を単離するには何らかの方法で候補細胞を

濃縮することに加え、多検体の中から目的の細胞を素早く同定する必
要があります。前者については、ガイドRNAを蛍光標識したり、藻細
胞内の油脂を蛍光染色したりすることによって、セルソーターで分離
することができます。後者については、Biomekによるオートマティッ
クな分注操作と、サーマルサイクラーやフラグメントアナライザーの
連携によってハイスループットな解析が可能です。FTSYの遺伝子破
壊は、KJ株においてCRISPRを初めて適用した例であったので、うま
くいくかどうか分かりませんでしたし、うまくいったとしても何個の細
胞を解析すれば目的の細胞が得られるかも不明でした。また、目視で
も選抜できるようにFTSYを標的として選定したのですが、実際には
目で判断することが難しい場合もありました。バイオコンビを使うこと
で、表現型ではなく遺伝子型を指標とした選抜も高スループットで実
施可能となりました。人手では途方に暮れてしまうような大量のサン
プルを一斉に解析できたので、遺伝子破壊株を作製できただけでな
く、その取得効率も知ることができ、今後の育種に必要な課題を抽出
することもできました。

バイオコンビの配置

Incubator

Centrifuge

Plate Reader

Cell Sorter MoFlo Astrios

Thermal Cycler Plate Sealer
Automated Workstation
Biomek FXP Hybrid

Plate Hotel

Plate Peeler

Capillary Electrophoresis System

Electroporator

SCARA Plate Transportation Robot

preparation

Dispensing machine

transfection

Electroporator

selection

Cell Sorter

incubation

CO2 incubator

amplification

Thermal cycler

evaluation

Fragment Analyzer

を作り込みました。機器の設置後も、メーカーの異なる多くの装置を
安定的に連動させることは予想以上に難しく、その上、セルソーターも
協働させることは世界初の試みです。最初はトラブルの連発でしたが、

その度にベックマン・コールターを中心にメーカー関係者と議論を行う
ことによって、おおよそ1年かけて安定的に稼働するシステムを完成さ
せました。

バイオコンビを使った成果
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現在、私たちは、油脂生産性の向上につながる遺伝子をいくつか見つけ
ており、遺伝子改変を積み上げているところです。
バイオコンビは藻の育種を目的として構築しましたが、どちらかというと
藻の扱いは難しいケースであり、ほかの生物、ほかの用途にも応用展開
できるはずです。例えば酵母を用いた物質生産や、創薬スクリーニング
への応用も可能だと考えています。将来的に受託研究のような形も夢
ではないと思っています。現在はバイオコンビを広く知ってもらい、使用
したいという研究者の方がいらっしゃれば、ぜひ一緒にやりたいと考えて
います。今回の事例紹介によって、一人でも多くの方が我々の研究やバ
イオコンビにご興味を持っていただけることを期待しています。

当研究はNEDOプロジェクト「油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技
術の研究開発」（11502302-0）および「高油脂生産微細藻類の大規模培養と
回収および燃料化に関する研究開発」（13401508-0）、農水プロジェクト「微
細藻類を利用した石油代替燃料等の製造技術の開発」の支援を受けました。
また、KJ株を提供いただいた京都大学の宮下教授、研究遂行にあたりご指導
ご助言戴いた中央大学の原山教授はじめ研究室の皆様にこの場を借りて感謝
申し上げます。

使用機器

細胞研究をサポートする高速セルソーター
ハイクラスな基本性能
□ 7レーザー 7ピンホールのマルチレーザーシステム
□ 1秒間に10万個のデータ解析と7万個の高速ソーティング
□ 6方向ソーティングから1,536ウエルプレートへのソーティングに

標準対応
□ ビーズ不要の自動ソートディレイ設定機能（InteliSort Ⅱ）
□ 0.2 µmから検出可能な新開発eFSC搭載（Astrios EQ ）

ハイエンドハイスピードセルソーター  MoFlo Astrios EQ/EQs

幅広いアッセイの自動化を実現する
次世代ラボラトリーオートメーションシステム
□ シンプルでわかりやすい操作性で、 ユーザーの煩わしさを軽減
□ 効率化されたシステムで、高い生産性を実現
□ 柔軟性の高いシステムで、多様化するニーズや最新のアッセイに

合わせて様々な装置との接続が可能
□ ライブカメラによる監視・リモートサービス、高品質なサポートに

より、装置稼働時間が増加

自動分注ワークステーション  Biomek i-Series

Biomek i7

Biomek i5
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GenFind V3

血液サンプルからのDNA抽出キットが
バージョンアップ

Nucleic Acid Sample Preparation

血液からのDNA抽出パフォーマンスがさらにアップ

ご好評いただいている、血液（全血・血漿・血清）サンプルからのDNA抽出キッ

トGenFindがバージョンアップし、GenFind V3となりました。独自のSPRI

磁性ビーズによるDNA精製により、PCRやNGSといったアプリケーションで

十分なパフォーマンスを発揮する高品質なDNAを提供します。ベックマン・

コールターの核酸抽出試薬製品は、基礎研究だけではなく、近年盛んになって

いるクリニカルシーケンスの前処理を強力にサポートします。

血液細胞のLysis工程を主に改良したGenFind V3は、抗凝固剤存在下での収量向上だけではなく、低分子化合物の混入が少ない精製DNAが得られ

ます。精製DNAの分解が抑えられているのも特長です。さらに、SPRI磁性ビーズ精製は多サンプルでのハンドリングに優れており、カラム式精製

キットに比べて処理時間を大幅に短縮することができます。

従来製品や他社製品より、高品質なDNA抽出を求めて開発

NEW

各抗凝固剤を添加した非凍結または凍結血液 200 µLからDNA を抽出
抗凝固剤はDNA抽出を阻害することが知られていますが、GenFind V3ではその
影響を最小限としています。特にEDTA保存血でのパフォーマンスは、他社製品を
圧倒します。

各条件で抽出したDNAを、Agilent Genomic DNA ScreenTapeで完全性を評価
GenFind V3で抽出されたDNAは分解程度が非常に低く、高い完全性を示しました。
NGSによるゲノムライブラリおよびシーケンスの品質向上に大きく寄与します。

各抗凝固剤を添加した非凍結または凍結血液 200 µLからDNA を抽出
低分子化合物の混入程度の指標となる A260/A230 の吸光度比は、従来製品

（GenFind V2）や他社製品を大きく上回ります。

GenFind V3と他社カラム式キットの、抽出時間の比較
SPRI磁性ビーズによるDNA抽出は遠心処理が不要であり、96ウェルプレートと8連
ピペットで効率的に実験ができ、カラム式抽出キットより大幅な処理時間短縮をもたら
します。ベックマン・コールターの自動分注機Biomekシリーズとの相性も抜群です。

GenFind V3

血液サンプルからのDNA抽出キットがバージョンアップ6
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Biomek 4000 NGS Prep自動化パッケージ

次世代シーケンスをより簡単に

Laboratory Automation

NGSライブラリ調製は煩雑かつ正確性を求められる

酵素反応溶液の調製、サーマルサイクラーでの反応、反応後の磁性ビーズ

精製…次世代シーケンスのライブラリ調製（NGS Prep）は、この3ステップを

正確に繰り返すことが求められます。しかしながら、磁性ビーズ精製でのサン

プルロスによる収量バラツキやIndexアダプターの入れ間違えなど、手動実

験プロジェクトではその実験の煩雑さから、多くの品質上の問題を抱えてし

まうケースがしばし見られます。その最良のソリューションは、NGS Prepの

自動化であることに大きな異論はないはずです。

ベックマン・コールターの自動分注機Biomek 4000に、2つのNGS Prep 

自動化パッケージを用意しました。AMPure XP / SPRIselectによるDNA

精製 / サイズセレクションに特化したAMPure XP Basicパッケージと、NGS 

Prepのより広くカバーするNGS Basicパッケージにより、再現性に優れたライ

ブラリを得ることができます。NGS Basicパッケージでは、ライブラリ調製の

ハンズオンタイムを85%以上短縮することも夢ではありません。

お客様を煩雑な実験作業から開放し、再現性に優れたライブラリを調製するシステム

Biomek 4000 NGS Prep

Biomek 4000 NGS Prep自動化用 パッケージ

Biomek 4000  - AMPureXP Basic パッケージ Biomek 4000 – NGS Basic パッケージ

自動化用
プログラム AMPure XP、SPRIselect、RNAClean XP AMPure XP、SPRIselect、RNAClean XP

ライブラリー調製用 1 プログラム

スループット 8～96サンプル AMPure XP精製　1 ～ 96サンプル
ライブラリー作製　1 ～ 24 または1 ～ 48（キットによる）

構成品

Biomek 4000 本体、制御用PC、
Biomek Software、
Biomek Method Launcher、
Super Ring Magnet Plate、
その他アクセサリ類

Biomek 4000 本体、制御用PC、
Biomek Software、スタティックペルチェ ALP、オービタル
シェーカー、インテグレーションデッキ、Biomek Method 
Launcher、
Super Ring Magnet Plate、
その他アクセサリ類

付属ツール MP200ツール、グリッパーツール
P20ツール、MP20ツール、MP200ツール、
P200Lツール、MP1000ツール、P1000SLツール、グリッパー
ツール

パッケージ価格
6,300,000 円（税別） 9,600,000 円（税別）

8,792,000 円 14,072,000 円
28%
OFF

32%
OFF

マニュアル操作

Biomek 4000 
NGS Basic
パッケージ

TruSeq DNA PCR-Freeで 24 サンプルのライブラリーを
作成した場合

30 min

4 hr

通常価格 通常価格

パッケージ価格 パッケージ価格

次世代シーケンスをより簡単に

さまざまなライブラリーキットに対応（Biomek 4000 – NGS Basic パッケージ）

TruSeq Nano DNA & TruSeq DNA PCR-Free Nextera XT DNA
Nextera Rapid Capture TruSight Cancer TruSight Tumor 15
NEBNext Small RNA Immucor MIA FORA Flex HLA etc...



死細胞識別試薬

ViaKrome Fixable 
Viability Dye

死細胞の識別のための新しい試薬が登場しました。

● NHSエステルベースの試薬と異なり、加水分解の影響を受けにくい構造を採用したため、実験

中の取り扱いや保管に、今までのような必要以上の注意を払う必要がありません。

● DMSOのような有機溶媒は必要ありません。本試薬はPBSなどの緩衝液に可溶です。

● 一般的なフローサイトメーターのチャネルに適合する励起・蛍光スペクトルを持った４つの試薬を

ご用意しました。このため、マルチカラーパネルデザインの柔軟性が向上します。

ViaKrome Fixable Viability Dye

インタクトなJurkat細胞に、熱ストレス処理（55℃、10分）したJurkat

細胞を一定の割合で混ぜ、ViaKrome Fixable Viability Dyeで染色し

ました。

染色直後、2時間後、24時間後にサンプルを採取し、死細胞の割合を測

定しました（n = 3 ～ 4）。左グラフには、染色直後を1とした際の、 2時

間後、24時間後それぞれの死細胞割合を示しています。

2時間後は染色直後の98 ～ 100％であり、24時間後は91 ～ 103％

でした。このことから、安定した結果を得られることが示唆されました。

ViaKrome Fixable Viability Dye

Flow Cytometry

NEW

製品番号 製品名 Excitation/Emission (nm) Excitation Laser Bandpass 価格

C36614 ViaKrome 405 Fixable Viability Dye Ex 401、Em 420 Violet 405 nm 450/45

￥38,000

C36620 ViaKrome 561 Fixable Viability Dye Ex 555、Em 565

Blue 488 nm 585/42

Yellow Green 561 nm 585/42

C36624 ViaKrome 638 Fixable Viability Dye Ex 638、Em 655 Red 638 nm 660/10

C36628 ViaKrome 808 Fixable Viability Dye Ex 854、Em 878 Infrared 808 nm 885/40

関連試薬：死細胞除去試薬

製品名 ｠製品番号 容量 Excitation/Emission (nm) Excitation Laser 仕様 価格

7-AAD Vability Dyes
A07704 150テスト

Ex 546、Em 647 Blue 488 nm 膜非透過性、DNA染色
￥12,000

B88526 200テスト ￥13,600

DRAQ7 Dye B25595 1 mL Ex 599/644、Em 694 Red 638 nm 膜非透過性、DNA染色 ￥35,000

8
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X線結晶構造解析のための
膜タンパク質精製の基礎

CASE 15

User’s Interview

User’s Interview

国立大学法人 京都大学大学院医学研究科・医学部
分子生体統御学講座　分子細胞情報学分野

教授　岩田 想 先生

特定講師　浅田 秀基 先生

私たちの使用している薬の50％以上が膜タンパク質と相互作用をすることが
知られています。このため、薬の開発・改良には膜タンパク質を原子レベルで
調べることが重要となります。ERATO“岩田ヒト膜受容体構造プロジェクト”

（科学技術振興機構, 2005-2011年）に始まった一連の研究成果により、X線
結晶構造解析を用いて膜タンパク質を原子レベルで理解することができるように
なっています。この過程において、ボトルネックの１つであった「膜タンパク質を
大量に精製する」技術が確立されました。
そこで、開発者の京都大学 教授 岩田想先生と特定講師 浅田秀基先生に「X線
結晶構造解析のための膜タンパク質精製の基礎」についてお話を伺いました。



岩田先生　私の研究室では、膜タンパク質のX線結晶構造解析によ

り、膜タンパク質の形状を原子レベルの分解能で調べています。つま

り、その 1個 1個の原子の位置を調べるという研究を行っております。

現在市場にある薬の 50％以上が膜タンパク質と相互作用することが

知られています。それらに作用する薬つまり低分子化合物は、今まで

は基本的にトライ＆エラーにより開発されてきました。つまり、化学合

成により膨大な数の候補化合物を合成し、その中から作用があるもの

を選択してきました。しかしながら、実際には、膜タンパク質に作用す

る部位（オルソステリック部位）が存在しますので、原子レベルでその

部位の形が分かっていれば、もっと効率的に薬を作ったり、旧来あっ

たものを改良したりすることができるようになります。このように、膜

タンパク質の構造解析を通して、創薬に貢献することを目的としてい

ます。

ナノテクノロジーという言葉がありますが、その言葉が出たとき、私は

すごく不満でした。なぜならば、私たちはオングストロームテクノロ

ジー、つまりナノの 10分の 1の分解能で研究をしているためです。こ

のオングストローム（Å）という領域までおりてくると、原子の位置が

分かります。おおよそ原子と原子の結合距離が 1から2Åの間ですの

で、それだけの分解能があれば、原子の位置関係を明確に知ることが

できます。この技術をもって膜タンパク質のオルソステリック部位を明

らかにしています。この結果、効果がある低分子化合物を比較的簡単

に作成できるようになってきています。ただし、その化合物がヒトに

入った後の動態については今もってなお詳細は不明なことが多いのが

現状であり、治験などはまだ時間がかかってしまいます。

最初は、比較的発現・精製しやすい膜タンパク質をターゲットとしてい

ましたが、最近は創薬のターゲットになりうる受容体であるヒスタミン

H1受容体（Shimamura T et al., Nature 475: 65-72, 2011）、

アンジオテンシンⅡ受容体（Asada H et al., Nat.Struct.Mol.Biol. 

25（7）:570-576, 2018）やプロスタグランジン受容体（Morimoto 

K et al., Nat Chem Biol.15: 8-10, 2019）などの構造解析を狙っ

てできるようになりました。この研究の過程で得られた膜タンパク質の

精製に関する知見についてご紹介したいと思います。

国立大学法人 京都大学大学院医学研究科・医学部 分子細胞情報学分野 研究室の
みなさま

User’s Interview

先生のご研究の背景について

Fig.1  X線結晶構造解析のための膜タンパク質精製の概要

① 大量発現・振とう培養 ② 細胞・細胞片の回収 ④ 細胞膜 の洗浄③ 細胞破砕（ホモジナイズ）

氷冷

遠心管に
移す

ペレットを
回収する

遠心管に
移す

ペレットを
ホモジナイザー

に入れる
低浸透圧
緩衝液を
加えて

ホモジナイズ

800 mL/tube

8,000 xg

15 min

4 ℃

遠心

高浸透圧緩衝液を 加えて、
 超遠心処理

235,000 xg, 45,0 

30 min, 4 ℃

超遠心 超遠心 超遠心

遺伝子導入

昆虫細胞

昆虫細胞由来の膜タンパク質 発現した膜タンパク質 塩を入れることで、
核酸が外れる

細胞膜 核酸 可溶性タンパク質

上清

ペレット

ペレット上の薄い膜

手動

10
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岩田先生　X線結晶構造解析のための膜タンパク質の精製は、まず、細

胞に膜タンパク質を大量に発現させ、そこから細胞膜を分離して、膜タ

ンパク質を精製し、その結晶を得るという流れになります（Fig.1）。最終

的には、目的の膜タンパク質を数ミリグラムから数十ミリグラムを取るこ

とになります。

岩田先生　ヒトの膜タンパク質をターゲットにしていますが、ヒト由来の

培養細胞を使用しているわけではありません。私たちは酵母も使ってい

ますが、現在は主に昆虫細胞にターゲットのタンパク質を作らせていま

す。普通のタンパク質（膜タンパク質ではない）を遺伝子組み換えで作製

する場合は、大腸菌を使うことが多いです。しかし、大腸菌は原核生物で、

原核生物と真核生物では膜タンパク質の合成機構が異なり、真核生物の

膜タンパク質を大腸菌で発現できる可能性はとても低いです。このため、

大腸菌を用いることはできません。それならば真核生物である酵母での

発現も考えられますが、酵母の場合必ずしも活性を持った形で膜タンパ

ク質を発現させることができません。昆虫細胞の方が活性を持った形で

発現されやすいことが分かっています。また、ヒト細胞は浮遊させて大量

に細菌のように攪拌して培養することが難しいため、タンパク質を数ミリ

グラムから数十ミリグラムを取るには向きません。しかし、昆虫細胞は大

量スケールでの浮遊培養を行うことができます。このため昆虫細胞を主

に用いています。

浅田先生　最初の段階として、ウイルスを用いて昆虫細胞に目的膜タ

ンパク質の遺伝子を導入して培養します。5 Lのフラスコに2.5 Lの培

養液を入れて、それを複数本同時に振とう機で攪拌しながら培養します

（Fig.2）。1サンプルあたり5から10 Lのスケールで培養し、目的膜タ

ンパク質が培養液 1Lあたり1 mg精製できることを目標に行っていま

す。このときの細胞数は 1.5～2.0x106 cells/mLで感染を始めて、3

日間ほど培養した後に回収します。細胞数はその間、ほとんど増減はし

ません。

岩田先生　昆虫細胞の場合は、ウイルスを感染させているので、破裂

しながらタンパク質を作っています。

浅田先生　死にながら発現しているのですが、あまり死にすぎるとタ

ンパク質に悪影響を及ぼす可能性がありますので、細胞の生存率に

はかなり気を使っており、8割は切らないようにして細胞を回収してい

ます。

浅田先生　培養終了後、培養液5 Lの遠心処理を行い 100 mLくらい

の細胞のペレットにします（Fig.3）。目的の膜タンパク質は膜画分に

あるので、細胞を回収すればタンパク質も回収することができます。

このステップでの細胞の生死は関係ありませんので、大容量遠心機を

用いて8,000 xgで 15分間、4℃で遠心処理を行います。上清を捨て、

得られたペレットをシリコン製スプーン（料理用）を使って、50 mLコニ

Fig.2  5 Lフラスコによる2.5 Lの培養液での大量培養（Step ①）

膜タンパク質の精製について

① 膜タンパク質の大量発現・振とう培養

② 細胞・細胞片の回収

⑤ 膜タンパク質の可溶化 ⑥ 細胞膜の除去 ⑦ 精製

⑧X線結晶構造解析

④ 細胞膜 の洗浄

氷冷

遠心管に
移す

上清を
カラム精製

Hisタグ精製
（4℃）ペレットを

回収する
チューブに

移す

ペレットを
ホモジナイザー

に入れる
可溶化

緩衝液を
加えて、

ホモジナイズ 235,000 xg

45,000 rpm

30 min

4 ℃

Incubate

60 min

4℃ (rotate)

超遠心

高浸透圧緩衝液を 加えて、
超遠心処理

0 00 rpm

℃

超遠心 超遠心

拡大

ミセル膜タンパク質をミセルに入れることで、
細胞膜から外す

上清

ペレット

手動



カルチューブに回収します（Fig.4）。この際に、PBS(-) with 20%

グリセロールでボトルからできる限り細胞を回収します。次のステッ

プまで時間が空く場合には、液体窒素で凍結し、‐80℃で凍結保存が

できます。

岩田先生　次に細胞画分に低浸透圧緩衝液（hypotonic buffer）を加

えて、完全にすべての細胞を破裂させて、氷冷下でホモジナイズします

（Fig.5）。タンパク質にやさしいという理由で、基本的にガラス製の手

動で行うホモジナイザーを用いています（Fig.6）。機械で破砕するタイ

プは圧力をかけて噴き出して破砕するため、熱が発生してしまい、タンパ

ク質へダメージを与えてしまいます。ソニケーションも同様です。

浅田先生　昆虫細胞は、細胞壁もなく柔らかいですので、手動でも問題

ありません。10から20往復出し入れし、細胞がすべて潰れるようにしま

す。ペレットが固まっているので、最初の 1 回目は力が要りますが、1回通し

てしまえば、あとはスムーズに動きます。

岩田先生　ホモジナイズ後、超遠心用PCボトルアッセンブリにサン

プルを移し、固定角ロータType 45 Tiを用いて（Fig.7）、超遠心処理

（235,000 xg（45,000 rpm）for 30 min at 4℃）を行います。上

清を破棄して、ペレットを取り出して、1.0 M NaClを加えた高浸透圧緩

衝液（High osmotic buffer）で再度ホモジナイズし（※細胞破砕と同

様の手法）、同条件で超遠心処理を行います。これをもう一度繰り返し行

います（Fig.5）。1.0 M NaClにより細胞膜についている核酸などを外

すことができます。つまり、細胞膜を洗っているわけです。

浅田先生　高浸透圧緩衝液でのホモジナイズの後、超遠心処理を行う

と、細胞膜のペレットの上に粘性の高い核酸の層があるのが分かります。

この層は普通にデカンテーションを行い、軽く振ると落ちてくるので、そ

れは破棄します。また、超遠心処理を繰り返すことで、上清がきれいに

なってくることも確認することができます（Fig.8）。

岩田先生　この上清には可溶性タンパク質などの可溶性の不純物が含

まれており、このステップだけでかなりきれいに不純物を除くことができ

ます。3回目のペレットが、目的膜タンパク質が含まれる細胞膜画分とな

Fig.3  遠心処理後の細胞のペレットの様子（Step ②）

Fig.4  細胞ペレットの回収（Step ②）

PBS(-) with 20%グリセロールでボト
ルからできる限り細胞を回収する。
次のステップまで時間が空く場合は、液
体窒素にて凍結後、-80℃で保存する。

ります。タンパク質は細胞膜の中にあり、細胞膜自身が保護作用のよう

な働きをするので、凍結することで半永久的に保存できますし、タンパ

ク質の分解も起こらないので安心です。プロテアーゼインヒビターを入

れて一連の操作を行っていますが、それでも内在性のプロテアーゼによ

り、少しずつ分解が進んでしまうので、この段階までは素早く一気に行う

ことが望ましいです。また余談ですが、この細胞膜を分画する際に、クロ

マトグラフィーやフィルターを用いるという選択肢もあるように思えます

が、得られるサンプルのサイズの選択などの条件を厳密に決めるという

観点であまり現実的ではありません。超遠心法では遠心力を合わせるこ

とで、一番望ましいところを取ることができるので、超遠心法が実験室の

スケールで考えると一番優れていると思います。

浅田先生　膜画分が取れて次のステップが、タンパク質を精製していく

最初のステップになります。膜画分に可溶化緩衝液（Solubilization 

buffer）を加え、ホモジナイズし（細胞破砕と同様の方法）、チューブ

に移し、チューブローテーターにて回転させながら4℃で60分間イン

キュベートします（Fig.9）。

岩田先生　この緩衝液にはDDM（dodecyl maltoside）という界

面活性剤とCHS（cholesteryl homosuccinate）というコレステ

ロールの誘導体が入っています。DDM が丸いミセル *を作り、その

中に膜タンパク質が入ります。DDMのミセルが脂質二重膜から膜タ

ンパク質を抜き取る感じです。コレステロールは膜タンパク質の安定

性にとても重要で、ミセルに入った膜タンパク質を安定に保ちます。

膜タンパク質にコレステロールが特異的に結合するところがあるとい

われており、コレステロールは膜タンパク質に結合し、全体がDDM

のミセルに覆われているといったイメージになります。一方、細胞膜

は基本的にその二重膜だけになります。また、可溶化緩衝液にはリガ

ンドを入れています。タンパク質はリガンドと結合することで形が安定

し、プロテアーゼによる切断を受けにくくなります。精製前はプロテ

アーゼが混入しており、特に可溶化した後はプロテアーゼによる分解

を非常に受けやすくなります。このため、可溶化の後は時間との勝負

となります。
*ミセル：界面活性剤などの分子が水中で自己集合し、その分子が数十から数百個集まっ
たコロイド粒子を作る。これ粒子をミセルという。

Fig.5  細胞破砕（Step③）と細胞膜の洗浄（Step④）

Buffers

・Hypotonic buffer（低浸透圧緩衝液）: 

10 mM Hepes（pH 7.5）, 20 mM KCl, 10 mM MgCl2, protease inhibitor 

cocktail

・High osmotic buffer （高浸透圧緩衝液） : 
10 mM Hepes（pH 7.5）, 20 mM KCl, 10 mM MgCl2, 1.0 M NaCl, 

protease inhibitor cocktail

1. 細胞にHypotonic bufferを加え、ホモジナイズ　
2. 超遠心（1回目）、235,000 xg（45,000 rpm）for 30 min at 4℃
3. ペレットにHigh osmotic bufferを加え、ホモジナイズ
4. 超遠心（2回目）、 235,000 xg（45,000 rpm）for 30 min at 4℃
5. ペレットにHigh osmotic bufferを加え、ホモジナイズ
6. 超遠心（3回目）、 235,000 xg（45,000 rpm）for 30 min at 4℃
7. ペレットにHigh osmotic buffer with 40% glycerolでホモジナイズ （膜画分）
8. 次のステップまで時間が空く場合は、液体窒素にて凍結後、-80℃で保存

User’s Interview

③ 細胞破砕（ホモジナイズ）

④ 細胞膜の洗浄（超遠心処理）

⑤ 膜タンパク質の可溶化

12
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岩田先生　インキュベート後、超遠心用PCボトルアッセンブリにサンプル

を移し、固定角ロータType 45 Tiを用いて、超遠心処理（235,000 xg

（45,000 rpm）for 30 min at 4℃）を行います（Fig. 9）。超遠心処

理を行うことで、脂質二重膜は沈降しペレットとなり、膜タンパク質はミセル

となり可溶化しているため上清に残りますので、上清を分取します。

実は、脂質二重膜は界面活性剤の影響で変質し、半分可溶化しているような

ドロンとしているような状態となっています。このため、普通の遠心機では

完全に沈降しません。不純物をできるだけ除くことで精製が楽になりますの

で、このステップでは超遠心処理がすごく大事になります。また、可溶化の

後は、プロテアーゼによる分解を最小限にするため時間との勝負となるた

め、短い時間で高い回転数で遠心処理を行うことが重要です。膜画分を集

める段階は普通の遠心機でも長時間の遠心処理によりできなくはありませ

んが、このステップは超遠心一択となります。また、このステップをカラムク

ロマトグラフィー等の方法で行うことも考えられますが、一般的に担体であ

るビーズの疎水性が高く、タンパク質が非特異に吸着してしまうため、回収

率が決して高くはありません。しかし、超遠心は吸着が起こりづらいので、回

収率が非常に高いです。

岩田先生　上清の膜タンパク質画分からHisタグ *で目的の膜タンパ

ク質を分取して、次にHisタグを切ってからもう一度精製すると、His

タグはカラムに残って、目的の膜タンパク質だけを精製することがで

きます。実は、このHisタグを切るタイミングで糖鎖修飾も切ってしま

います。結晶を作る際にタンパク質の表面同士が接触するのですが、

そこに糖鎖があると、糖鎖は形が軟らかいので結晶になりにくくなりま

す。オルソステリック部位（薬が結合するところ）はタンパク質の中に

ありますので、この形を決めるという目的では糖鎖は関係してきませ

ん。目的の膜タンパク質の遺伝子に変異を入れて糖鎖修飾がかからな

い形にすることもできますが、糖鎖修飾がたくさんある場合はすべて

に変異を入れてしまうと発現が下がってしまうため、多くの場合は後か

ら糖鎖修飾を切るようにします。Hisタグと糖鎖修飾を除いた後、つぎ

に会合体・凝集体を除く目的でゲルろ過を行い、できるだけ単一の状

態の膜タンパク質にします。分子上決まった形だけにすることで結晶

化しやすくなるためです。しかし、ゲルろ過担体のビーズは疎水性が高

いため、非特異的に膜タンパク質が吸着してしまいサンプル量が減っ

てしまいます。よって、精製度と収量とのさじ加減が必要となります。

膜タンパク質の精製度は、SDS-PAGEで確認します。クマシー染色

できちんと染まり、単一バンドであることが重要です。普通に染めて、

きちんと単一バンドになっている精製度でないと結晶化のサンプルに

使えません。悪いサンプルは、何本もバンドが出たりします。こういっ

た場合は、安定性が十分でないためにプロテアーゼにより分解されて

しまっていたり、糖鎖修飾の外し方が不十分であったりといったために

起こります。
*Hisタグ：ヒスチジンが6個程度連続して連なっているタグペプチドで、固定化金属
イオンアフィニティークロマトグラフィーにより精製することができます。

Fig.6  細胞破砕（Step ③）
回収した細胞をHypotonic buffer（低浸透圧緩衝液）で懸濁し、ダウンス型ホモジナイザーで潰してから超遠心用チューブへ移す。

ダウンス型ホモジナイザー 
（working capacity: 100 mL,
 Kimble; 885300-0100）

Fig.9  膜タンパク質の可溶化（Step⑤）と細胞膜の除去（Step⑥）

Buffers

・Solubilization buffer（可溶化緩衝液）: 

50 mM Hepes（pH 7.5）, 800 mM NaCl, 0.5% (w/w) DDM（dodecyl 

maltoside）, 0.1%（w/v）CHS（cholesteryl homosuccinate）,  2.0 

mg/mL iodoacetamide, protease inhibitor cocktail, ligands 

1. 膜画分にSolubilization bufferを加え、ホモジナイズ　
2. incubate for 60 min at 4℃（rotate）
3. 超遠心、 235,000 xg（45,000 rpm）for 30 min at 4℃
4. 上清のみを回収
5. 精製ステップへ

Fig.8  細胞膜の洗浄（Step ④）
左から 1 回目、2回目、3回目の超遠心処理後の様子。
上清がきれいになっていくのが分かる。

Fig.7  岩田研究室の超遠心機

⑥ 細胞膜の除去（超遠心処理）

⑦ 膜タンパク質の精製



岩田先生　X線結晶構造解析のステップは、精製した膜タンパク質を

20 mg/mL以上まで濃縮して、脂質キュービック相に入れて、この脂

質キュービック相の中で結晶が成長するのを待ちます。脂質の種類と条

件によって三次元の連続につながった相を作ることがあって、それが脂

質キュービック相です。ここに、膜タンパク質を入れます。膜タンパク質

は、最初は溶液中では界面活性剤のミセルの中に溶けています。ところ

が、キュービック相の中に入ると、基本的にはキュービック相自身の脂質

が界面活性剤を吸収してしまって、膜タンパク質はキュービック相の中

に入り、自由に動くこと（拡散すること）ができるような状態になります。

この状態で結晶化する方法が非常に有効であることが分かりました。実

際の手順をお話しします。小さなウェル（くぼみ）のあるガラスプレート

に（Fig. 10）、脂質キュービック相とタンパク質を混ぜたものを置いて、

その上から沈殿剤の溶液をかけます。ガラスプレートでフタをし、結晶

が成長するのを待ちます。数日から1週間くらいまでで結晶化すると良

い結果が得られることが多いです。それ以上の日数では、タンパク質が

分解する可能性が高まるため、上手くいくことが少ない印象です。逆に

混ぜてすぐや一晩といった極端に短い時間で結晶化する場合は、格子欠

陥といって、きれいに分子が積み

上がっていない状態であり、構造

解析には使えません。キュービッ

ク相の中で結晶を作ると、顕微鏡

でないと見えないくらいの小さな

結晶しか取れません。結晶は最初

に核ができて、そこにタンパク質

がついて結晶ができていきます。しかし、キュービック相自身が非常に粘

調なので、タンパク質の拡散が緩慢なため、一つの大きな結晶になりに

くく、小さな結晶が沢山できる傾向にあります。昔はこの小さな結晶か

らX線結晶構造解析を行うことは難しかったのですが、今は幸いなこと

に非常に細い数µｍくらいのX線ビームを使ってデータを取ることがで

きるようになりましたので、小さな結晶でも構造解析ができます。小さな

結晶が複数個できますので、一個一個拾うのでなく、それを丸ごとX線

の装置に載せて、自動でX線を端から照射していきます。結晶が目に見

えないので、反射があることでそこに結晶があったことが分かります。こ

の結晶があった場所からデータを取って構造解析を行います。このX線

結晶構造解析はSPring-8で行い、また、SACLAにあるX線自由電子

レーザーを使っての構造解析も行っています。

岩田先生　私自身が今すごく興味を持っているのは、SACLAのX線

自由電子レーザーを使ってのタンパク質の時間分割構造解析です。

SACLAを使うと、例えば酵素反応中の原子の動きをスナップショットに

して撮ることができます。普通のシンクロトロン放射でデータを取る際

は、結晶に数分の 1秒から1秒間X線を当てて、その時の回折データを

取得します。一方、SACLAは、10フェムト秒（10 x 10-15秒）というパル

スです。つまり、１回のイメージを撮るのに、10フェムト秒でデータ取得

ができます。暗室でストロボライトを使って写真を撮るのと同じで、タン

パク質が動いている時に光（レーザー）を当てると、その瞬間が止まった

タンパク質の形を撮ることができます。ただ、少し欠点があって、ストロ

ボライトは当たっても壊れませんが、X線自由電子レーザーの場合は、

一回の照射でタンパク質がプラズマになってしまいます。このため、異な

る結晶に対して時間を変えながら何回か同じ実験を行い、データを組み

合わせることで、酵素の反応中の動きを調べます。この技術を使って光

がスイッチとなって活性・非活性が切り替わるタンパク質の仕組みを解

明したいと思っています。このようなタンパク質は、今は基本的にはイオ

ンチャネルを形成しています。つまり、光が当たるとチャネルが開くとか、

閉じるとかを行っています。さらに、光によるスイッチのメカニズムが分

かってきたら、そういったタンパク質の光とかで制御できるリガンドにな

る化合物が合成できます。それを用いて、膜タンパク質の機能を制御で

きるようにしたいと思っています。

岩田先生　私は、自分の研究生活を通して、ベックマン・コールター

以外の超遠心機を使ったことがありません。超遠心機は少し間違うと、

簡単にサンプルが駄目になります。大事なサンプルの処理をしますの

で、やっぱり信頼をおけるのが一番だと思います。私の研究室は、超遠

心機が5台並んでおり、毎日使用していますので、サービス体制も重

要です。安定して超遠心機を5台稼働することができているのは、ベッ

クマン・コールターの信頼性と充実したサービス体制のおかげだと思

います。

Fig.10  結晶化に用いるプレート

施設紹介

ご研究の展望について

最後にベックマン・コールターについて一言

⑧ X線結晶構造解析

User’s Interview

国立大学法人 京都大学大学院
医学研究科・医学部 分子細胞情報学分野

生体の恒常性維持や病態発生といった医学的にも重要なさまざまな生命現象の素過程は、微視
的には生体分子の「かたち」や分子間相互作用という物理量を基盤として成り立っています。当研
究室では，種々のヒト疾患の発症機構にかかわり、かつ多くの医薬品の作用点となっている膜タ
ンパク質やその複合体を主な対象として、X線結晶構造解析を進めています。また、計算機を用
いた新規医薬品の合理的な分子設計・探索、分子構造の動きのシミュレーションなどにも意欲的
に取り組み、物質構造科学の立場から細胞機能制御の原理を探究しています。
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Certified-Free & 滅菌
超遠心用チューブ

滅菌

Certifi ed-Freeチューブは、DNA, DNase, RNase, 

PCR inhibitors, Endotoxinフリーのチューブです。

Certifi ed-Free（非滅菌）
Certifi ed-Freeチューブは、検出可能なDNA, DNase, RNase, PCR 

inhibitors, Endotoxinを含みません。*

エクソソーム（miRNA解析）、ゲノミクスやプロテオミクスに最適です。

• サンプルの分解やコンタミネーションの防止

• 二重の袋によるパッキングでクリーンルームへの持ち込み時の汚染
を防止

• 研究結果の品質の向上

• 証明書はbeckman.comで入手可能

*検出限界以下のサンプル結果に基づく

.

Certifi ed-Free（滅菌）
エチレンオキサイドにより滅菌されています。

AAV、エクソソーム（in vivo投与実験）などに最適です。 

• Certifi ed-Freeチューブの利点を兼備

• 滅菌済みのチューブがすぐに使用可能

• 滅菌の手順書を開発する手間は不要

• ワークフローベースの数量でパッケージ化

• ISO 11135 とISO 11607に準拠した滅菌およびパッケージ

• 証明書はbeckman.comで入手可能 



第42回日本分子生物学会年会
2019年12月3日(火) ～6日(金)　会場 ： 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

P
アナライザー One Day スクール
http://goo.gl/b3kLZu

Cytomics FC 500 基礎コース
＜侵京ビジョンセンター＞ 2019年 8月7日（水）、9月24日（火）、
 10月16日（水）、11月15日（金）
Gallios 基礎コース
日程は、Webサイトにて近日公開予定

Navios基礎コース
＜侵京ビジョンセンター＞ 2019年 8月8日（木）、9月6日（金）、
 10月10日（木）、11月15日（金）
＜大阪ビジョンセンター＞ 2019年 8月9日（金）、9月10日（火）、
 10月16日（水）、11月12日（火）、
 12月17日（火）

CytoFLEX Half Day スクール
http://goo.gl/GnCbxT

セルソーター Two Day スクール
http://goo.gl/3epUct

Galliosプロトコル作成パーソナルトレーニング
http://goo.gl/wewqTu

フローサイトアプリケーションセミナー
http://goo.gl/C5Uz6u

CytoFLEX 基礎コース
日程は、Webサイトにて近日公開予定

MoFlo Astrios 基礎コース
＜侵京ビジョンセンター＞ 2019年 8月29日（木）、30日（金）、10月24日（木）、25日（金）、12月12日（木）、13日（金）

お客様のサンプルを用いてサンプルプロトコル作成のサポートを行います。
日程は、Webサイトにて近日公開予定

JASIS 2019（分析機器・科学機器専門展示会）
2019年9月4日（水）～6日（金）　会場 ： 幕張メッセ国際展示場

第78回日本癌学会学術総会
2019年9月26日（木）～ 28日（侣）　会場 ： 国立京都国際会館

細胞周期解析の基礎と応用　2019年 8月23日（金）、12月11日（水）
臨床検査におけるCD34陽性造血幹細胞測定　2019年 9月4日（水）

間もなく暑いシーズンがやってまいります。
今号のインタビューでは、株式会社デンソー 久野 斉 様と京都大学大学院 岩田 想 
先生にお話しを伺いました。また、新製品紹介では、バージョンアップした血液サンプル
からのDNA抽出キットと死細胞識別試薬を特集いたしました。
一墥先に熱い情報をお俶けいたします。

編 集 後 記

展示会

ベックマン ・ コールター　社内セミナー / トレーニング（スクール）

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

QRコードから
簡単アクセス！

2019.7 14000（L）

※ベックマン・コールター 社内セミナー /トレーニング（スクール）は、Webサイトからお申し込みください。
※日程が変更になる場合がございます。詳細はWebサイトをご給ください。
※URLは大文字と小文字を区別しますのでご注意ください。

アポトーシスの基礎　2019年 8月22日（木）
FCMの基礎　2019年 9月10日（火）、11月29日（金）
臨床検査における白血病解析の基礎　2019年 11月27日（水）


