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1. はじめに
我々の体を構成する最小単位である細胞は脂質によって

これらのハードルを越えて膜タンパク質の構造決定を成功

形成された細胞膜で覆われています。この細胞膜上には様々

させるためには、多数のサンプルの発現量と安定性を簡便に

なタンパク質が存在しており、細胞外の情報の受容や、細胞

評価し、「高発現」かつ「安定性が高い」膜タンパク質を、

内外での物質の輸送を行います。これらの膜タンパク質は重

構造解析の標的として選定することが必須です。このようなス

要な生命現象に関係しているのみならず、薬剤の標的分子と

クリーニング用の実験系として考案されたのが蛍光ゲルろ過

しても注目されてきました。

（Fluorescence-detection Size-Exclusion Chromatography）法、

膜タンパク質がどのように機能するのか、また薬剤がどの

通称 FSEC 法です 1)。この手法では、GFP（Green Fluorescent

ように作用するのか、を理解する上では、膜タンパク質の立

Protein）タグを標的膜タンパク質に融合した上でゲルろ過

体構造の情報が非常に有益です。この立体構造決定には、精

クロマトグラフィーを行うことで、未精製状態でサンプルを

製した膜タンパク質サンプルを要します。しかし、膜タンパ

分析することが可能です。また、HPLC システムにオートサ

ク質を培養細胞などを用いて一過的に発現させた場合、多く

ンプラーと高感度の蛍光検出器を組み込むことで、多数のサ

の場合で十分な発現量は得られず、結果として十分な量の精

ンプルの連続分析や微量サンプルの検出が可能となりまし

製サンプルの調製はできません。また、膜タンパク質の精製

た。当研究室にとって FSEC 法は不可欠な実験手法であり、

過程では、界面活性剤を用いて脂質膜中から膜タンパク質を

それに用いられる HPLC システムは、現在研究室内で最も稼

抜き出す必要がありますが、膜タンパク質の多くは界面活性

働率の高い実験機器の一つとなっています。

剤中で安定に存在できず、変性してしまいます。このような

ここでは、東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 濡

難しさから、膜タンパク質の構造決定事例の数は近年まで限

木研究室での FSEC 法の具体的な運用例を通して、HPLC シ

られていました。

ステムの利点と応用方法についてご紹介します。

*1 東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻 濡木研究室
*2 株式会社島津製作所 分析計測事業部 グローバルアプリケーション開発センター
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2. 蛍光ゲルろ過法の概要
まず、GFP 融合タンパク質を利用する、最も一般的なケー

化直後の未精製サンプルの場合、GFP 融合タンパク質に由来

スを例にとって、FSEC 法の原理についてご説明します（図 1）。

するシグナルはその他のタンパク質に由来するシグナルに

1)

詳細は原著論文 をご参照ください。

埋もれてしまうため、目的タンパク質の溶出プロファイルを

構造解析研究では一般に、大腸菌や培養細胞（HEK293 細

評価することはできません。そこで、GFP 融合タンパク質を

胞、昆虫由来 Sf9 細胞など）を用いて目的タンパク質を一過

高感度かつ特異的に検出するため、FSEC 法では蛍光検出器

的に発現させます。その一過性発現に用いるコンストラクト

を利用します。GFP が持つ蛍光シグナルを検出することで、

を設計する過程で、目的タンパク質の N 末端または C 末端

GFP 融合タンパク質のみの溶出プロファイルを得ることが

に GFP を融合しておきます。このコンストラクトを用いて

できます。

膜タンパク質の一過性発現を行うと、目的タンパク質は細胞

ゲルろ過クロマトグラフィーの溶出ピークの高さからは、

膜上に、GFP が融合した状態で発現します。この、GFP 融合

GFP 融合タンパク質がどの程度発現・可溶化しているかが分

タンパク質が発現している細胞を少量回収し、FSEC 法での

かります。また、GFP 融合タンパク質の均一性は、ピークの

分析に用います。

形状から判断することができます。例えば、もし複数のピー

分析に際しては、まず GFP 融合タンパク質の発現細胞を

クや幅が広がったピークが検出されたならば、GFP 融合タン

界面活性剤を含む溶液と混ぜることで、目的タンパク質を脂

パク質の凝集が疑われます。逆に鋭い単一なピークが検出さ

質膜より抽出します。このプロセスは「可溶化」と呼ばれま

れたならば、GFP 融合タンパク質が均一な状態で可溶化され

す。この時、一過性発現させた GFP 融合タンパク質以外の、

ていると判断できます。構造解析に適した、高発現かつ安定

細胞由来の多様な膜タンパク質も、一緒に可溶化されてきま

なサンプルならば、鋭く高い単一なピークが検出されます。

す。そのため、可溶化後のサンプルは GFP 融合タンパク質

多数の標的タンパク質候補を FSEC 法により分析し、得られ

とその他のタンパク質が混在した状態となっています。

た溶出プロファイルの良し悪しによって、構造解析に適した

FSEC 法では、このサンプルを未精製のまま、ゲルろ過カラ

サンプルのみを選別します。

ムクロマトグラフィーにより分析します。

この手法では、細胞回収後は可溶化と不溶性画分の除去の

タンパク質をゲルろ過クロマトグラフィーによって分析
する場合、一般的にはタンパク質が持つ UV（波長 280 nm)

2 ステップのみで分析まで進むことが可能です。この簡便さ
と迅速性が、FSEC 法の大きな強みとなっています。

の吸光度を指標に溶出サンプルを検出します。しかし、可溶

界面活性剤

目的タンパク質遺伝子 GFP 遺伝子

培養細胞

内在膜タンパク質

GFP 融合目的タンパク質の一過性発現

蛍光強度

界面活性剤による可溶化

ピーク幅・数
→均一性

ピーク高
→発現量

溶出位置

ゲルろ過カラムによる分析
図1
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蛍光検出器による検出

GFP 融合タンパク質の
溶出プロファイル評価

蛍光ゲルろ過（Fluorescence-detection Size-Exclusion Chromatography）法

3. 使用機器説明
当研究室で実際に使用している HPLC システムの構成は

4) カラムスイッチングバルブ：FCV-14AHi

下図の通りとなっており、以下の流れで操作、送液、検出を

6 ポートへの流路切り替えが可能なバルブユニットであり、各

行っていきます。

ポートに異なるカラム（表 1 参照）をつないでいます。これ
らを切り替えることで、カラムをつなぎ替えることなく、分

1) システムコントローラ：CBM-20A
下記の分析機器を制御するユニットであり、制御用 PC と分

析目的やサンプルサイズに合ったカラムでの分析ができます。

析機器とをつなぐ役割を担います。制御用 PC から、分析す

5) 蛍光検出器：RF-20Axs

るサンプルや使用する送液ライン、送液流速などの各種パラ

GFP 由来の蛍光（Ex 480 nm/Em 510 nm）を検出します。ま

メータを設定することで、遠隔操作が可能となります。

た、励起／蛍光波長を 2 セット利用できることから、GFP 蛍
光に加えて、タンパク質が持つトリプトファン（Trp）に由

2) 送液ユニット：LC-20AD
A-D までの 4 つのラインより分析に用いる組成のバッファー
を送液します。ラインを複数利用することで、複数の移動相
での分析も可能となります。超純水で分析終了後に流路洗浄

来する蛍光（Ex 280 nm/Em 350 nm）も検出しています。こ
れは、夾雑タンパク質が除かれたサンプルを解析する
Trp-FSEC 法（後述）で利用されます。
以上が HPLC システムの概要となります。不安定なタンパ

を自動で行うことも可能です。

ク質を扱うことから、上記のシステムは全て 4 ℃に保たれた

3) オートサンプラー：SIL-20AC
70 連または 105 連のサンプルラックをセットし、そこに可
溶化した分析対象サンプルをセットします。制御用 PC から
ラックの番号を指定することで、分析対象のサンプルを指定
した量だけ吸引し分析することができます。

低温室内に設置されており、これを低温室外に置かれた制御
用 PC から操作しています。制御用 PC でバッチファイルを
組むことで、複数のサンプルを連続で分析することが可能と
なります。通常、10〜20 サンプル程度を連続して分析する
バッチファイルを実行し、自動でデータを取得しています。

Columns

LC-20AD

RF-20AXS
SIL-20AC
FCV-14AHi

RF-20AXS

LC-20AD

システムは 4 ℃に保たれた低温室内に
設置されています。

SIL-20AC

FCV-14AHi

CBM-20A

Prominence HPLC System

カラム
ENrichTM SEC 650 10 X 300
Superdex 200 Increase 5/150
Superose 6 Increase 10/300

メーカー
Bio-Rad
GE Healthcare
GE Healthcare

カラム容量
24 mL
3 mL
24 mL

図2

分析装置と流路図

表1

使用カラム（例）

流速
0.6〜0.7 mL/min
0.2 mL/min
0.5 mL/min
表2

移動相（一例）
カラム温度
検出
注入量

注記（分画範囲、用途）
5-650 kDa、200 kDa 程度以下のサイズの膜タンパク質に利用
10-600 kDa、多サンプルについて大まかなピーク形状を確認するのに利用
5-5000 kDa、膜タンパク質複合体などサイズの大きな標的タンパク質に利用

分析条件（例）

: 20 mmol/L Tris-HCl (pH8.0)、150 mmol/L NaCl、0.03 % DDM
: 4 ℃（システムは 4 ℃に保たれた低温室内に設置）
: Ex at 480 nm、Em at 510 nm (for GFP)
Ex at 280 nm、Em at 350 nm (for Trp)
: 50 μL

＊移動相に使用するバッファーの pH、界面活性剤などはサンプルに応じて至適な条件を探索し、最適化した溶媒を利用します。
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4. サンプルの調製方法
近年の膜タンパク質の構造解析研究では、主にヒトやマウ

3) 不溶性画分の除去（所要時間：20 min）

スなどの高等真核生物由来の膜タンパク質を解析対象とし

可溶化後のサンプルには、細胞の残りかすや界面活性剤存在

ています。これに合わせて、膜タンパク質の一過性発現に用

下で生じたタンパク質の凝集体が含まれます。これらをその

いる発現系も、真核生物由来のタンパク質の発現に適した

まま HPLC システムに供すると流路やカラムの詰まりの原因

HEK293 細胞や Sf9 細胞が選択されるようになっています。

となります。そこで、可溶化後のサンプルを 20 分程度超遠

そこで、ここではこれらの培養細胞のケースを例にとって、

心にかけることで、不溶性画分をペレットにして除去します。

膜タンパク質を発現している細胞の回収から FSEC 法による

超遠心後の上清を別容器に移し、オートサンプラーのサンプ

分析までの流れをご説明します。

ルラックにセットします。

1) サンプル回収（所要時間：〜10 min）

4) 分析（所要時間：20〜60 min/sample）

膜タンパク質を発現している細胞を少量分取してペレット

オートサンプラーを用いて 30〜100 μL のサンプルをゲル

化します。通常、浮遊状態で飼っている Sf9 細胞であれば、

ろ過カラムに注入し、緩衝液、塩、界面活性剤を含む溶液を

1 mL 程度の培養液を回収します。また、接着状態で飼育し

用いて溶出します。用いるゲルろ過カラムの種類に応じて、

ている HEK293 細胞であれば、6 well または 12 well プレー

分析に要する時間と移動相の流量は異なります。あまりに多

トの 1 well 分の細胞を回収します。回収した細胞懸濁液を低

数サンプルを一度に分析すると、注入を待っている間にサン

速遠心した上で培養上清を取り除き、細胞ペレットを得ます。

プルが変性してしまい結果の解釈が困難になる場合がある

2) 界面活性剤での可溶化（所要時間：30〜60 min）

ことから、バッチファイルでの多数サンプルの連続分析は最

細胞ペレットに対し、緩衝液、塩、界面活性剤を含む溶液を

長でも一晩（〜12 時間）で終わる数を目安として行います。

200〜300 μL 程度加え、ペレットを懸濁します。その後、

このように、サンプル回収から分析開始に至るまでの前処

低温下で 30〜60 分程度、転倒混和を行うことで膜タンパク

理に要する時間はトータルで 2 時間程度であり、操作も非常

質を可溶化します。HEK293 細胞や Sf9 細胞の細胞膜は頑丈

に簡便です。また実験ステップが少ないことから、実験操作

でないため、超音波破砕などにより細胞を壊さずとも、懸濁

自体のタンパク質への影響を極力排除することが可能であ

のみで可溶化が可能です。可溶化に用いる界面活性剤として

り、解析対象のタンパク質本来の性質を評価することができ

は、ドデシルマルトシド（n-Dodecyl-β-D-maltoside）を選

ます。可溶化に用いる緩衝液や塩濃度、界面活性剤はサンプ

択するケースが多く、そこを出発点としてその他の界面活性

ル毎に最適化が必要であり、FSEC 法で得られる溶出プロフ

剤を検討していきます。

ァイルを参考に、最適な組成の検討を行います。

1 ml 培養液

1 well 由来培養液

上清を分析
低速遠心
サンプル回収
浮遊細胞培養液

6-well プレート
不溶性画分ペレットと上清
懸濁・転倒混和
サンプル可溶化

界面活性剤
細胞ペレット

可溶化サンプル
図3

4

サンプルの調製方法

超遠心
デブリ除去

5. 得られるデータの実例
GFP-FSEC 法で得られるデータの一例を示します。右の実
験では、真核生物由来膜輸送体 A の構造解析を目指し、異な

生物種 1

る生物種由来の膜輸送体 A を HEK293 細胞で一過的に発現さ

生物種 2

せ、その性質を GFP-FSEC 法により評価しました。12 well
化用緩衝液で懸濁した上で前処理を行い、30 μL を注入する
設定で Bio-Rad 社の ENrichTM 650 カラムを用いて分析しまし
た。

生物種 3
GFP 蛍光強度

プレートの 1 well に由来する細胞ペレットを 250 μL の可溶

生物種 4

図 4 の通り、生物種 1 からは高く単一なピークが得られて
います。一方、生物種 2 ではピークが 2 つに分かれており、
異なる 2 状態が混在していると分かります。生物種 3 ではピ
ークが全体的に広がっており、不均一な状態で凝集体が形成
溶出液量 (mL)

されていると予想できます。生物種 4 の場合、明確なピーク
図4

が見られないことから、発現量が低い、または可溶化ができ
ていないと考えられます。以上から、生物種 1 由来のサンプ
ルが構造解析研究に最適と判断し、その後の実験を進めてい

GFP-FSEC 法により得られるデータ例

異なる真核生物由来の膜輸送体 A を C 末 GFP 融合状態で発現させ、未精
製のまま GFP-FSEC 法により分析した。

きます。なお、ここでは異なる生物種間での比較の例を示し
ましたが、同じサンプルに対して異なる変異を導入した場合
の比較や、同じサンプルを異なる組成の溶液で可溶化した場
合の比較も同様に行うことができます。

6. FSEC 法の応用例
ここまでは、細胞より GFP 融合膜タンパク質を可溶化し
た上で、そのまま分析する手法をご紹介してきました。しか
しサンプル調製方法やシグナルの検出方法を変えることに
ンプルの性状評価にも応用することが可能です。それらの応
用例の中でも特に利用頻度が高い 3 種を、以下でご紹介しま
す。各手法の細かい原理はそれぞれの原著論文に記述されて
おりますので、そちらをご参照ください。

GFP 蛍光強度

より、同じ HPLC システムを GFP 融合膜タンパク質以外のサ

1) FSEC-TS：熱安定性の評価
可溶化した GFP 融合膜タンパク質を一定時間加熱してから
FSEC 法により分析し、加熱の有無でのピーク形状の変化を
確認することで、サンプルの熱安定性（Thermo Stability）

溶出液量 (mL)

を評価する手法です 2)。ピークの高さが加熱に応じて低くな
っていくのを指標に、変性温度を見積もるのが一般的です
（図 5）。加熱はサーマルサイクラーやヒートブロックを使

図5

FSEC-TS のデータ例

GFP 融合膜受容体 B を未精製のまま図中に示した温度で 10 分間加熱し、
Superdex 200 Increase 5/150 カラムにより分析した。

って 10 分間行い、その後超遠心で凝集体を除き HPLC シス
テムにより分析します。GFP が 80 ℃、10 分間程度の加熱に
より変性することから、それ以下の温度領域で変性するサン
プルに対して広く適用できます。

HPLC システムを用いた蛍光ゲルろ過 (FSEC) 法による膜タンパク質性状評価の実際
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2) Trp-FSEC：精製サンプルの検出・評価
大半のタンパク質は、アミノ酸残基の 1 つであるトリプトフ

長 350 nm の蛍光を発します 3)。HPLC システムの蛍光検出
器 RF20-Axs が高感度であることから、この Trp 由来の蛍光
を指標とすることで、UV（波長 280 nm）の吸光度での検出

膜受容体 C+抗体
Trp 蛍光強度㻌

むアミノ酸残基であり、波長 280 nm の励起光を受けると波

膜受容体 C㻌

受容体-抗体複合体

ァン（Trp）を構成要素に含みます。この Trp は芳香環を含

受容体㻌

抗体㻌

よりも遥かに微量のサンプル（500 ng〜1 μg 程度）を検出
することができます 2)。主に、精製サンプルの溶出プロファ
イルの確認や、精製サンプルでの FSEC-TS に利用します。ま
た、複数の精製サンプルを混合して Trp-FSEC により分析し、
溶出液量 (mL)

溶出プロファイル中でのピーク位置を確認することで、複合
体形成の有無を調べるのにも利用可能です（図 6）。
図6

Trp-FSEC 法のデータ例

精製した膜受容体 C と、膜受容体 C への結合能を持つ特異的な抗体を混合
した上で、Trp-FSEC により分析した。
混合サンプルでは受容体と抗体の複合体に由来するピークが高分子量の
位置に観測されている。

3) NTA-probe FSEC：His-tag 融合サンプルの検出
る蛍光ペプチド（NTA-probe）を可溶化後のサンプルに添加
することで、His タグを持つ目的タンパク質を検出できます 4)。
図 7 に示したように、ペプチドに由来する蛍光を指標にサン
プルの溶出プロファイルを得ることで、GFP-FSEC 法と同様
にサンプルの性状を評価できます。一部の膜タンパク質では、
GFP の融合により適切な膜組み込みが阻害されてしまう場
合があります。そのような GFP 融合が困難なサンプルを

生物種 1㻌

His 結合ペプチド由来蛍光強度㻌

タンパク質の精製に広く用いられる His タグに対して結合す

生物種 2㻌
生物種 3㻌

遊離ペプチド㻌

FSEC 法により分析する上で、有効な手法です。夾雑タンパ
ク質の存在量や、目的タンパク質とプローブとの量比によっ

溶出液量 (mL)㻌

てピークの高さが変動することがあります。故に、発現量の
厳密な比較や FSEC-TS との併用には注意が必要ですが、発現
の有無の簡便な評価は十分可能です。
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図7

蛍光ペプチドを利用した FSEC 法のデータ例

His タグを持つ膜輸送体 D を可溶化した後、蛍光ペプチドと混合して FSEC 法
により分析した。
生物種 1 では比較的鋭いピークが得られているのに対し生物種 2 ではピーク
が広がっており、また生物種 3 では明確なピークが見られず発現量が低い
ことがわかる。

7. おわりに
FSEC 法の根本的なアイデアは、蛍光標識したサンプルを
ゲルろ過カラムクロマトグラフィーにより分離した上で検
出する、というシンプルなものです。しかしその応用可能性
は前述の通り幅広く、膜タンパク質に限らず広範な標的タン
パク質について、その発現から精製までの各ステップでのサ
ンプルの性状評価に利用可能です。加えて、オートサンプラ
ーを用いての多数サンプル連続分析により、実験者の負担を
軽減しつつ迅速にデータ測定を進めることができます。これ
らの利便性から FSEC 法は現在世界的に広く用いられる手法
となっており、実際に多数の構造解析論文で、生物種スクリ
ーニング、変異体スクリーニング、多量体形成の確認など、
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様々な形での利用が報告されています 5) 6) 7)。当研究室でも引
き続き、FSEC 法を実験目的に合わせて最大限活用すること
で、高難度膜タンパク質の精製と構造決定に挑んでいこうと
考えています。

HPLC システムを用いた蛍光ゲルろ過 (FSEC) 法による膜タンパク質性状評価の実際
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Application No. 53
Note

蛍光検出器 RF-20Axs
RF-20Axs は、新規開発の光学系を採用し、世界
最高レベル※の感度を実現しました。極微量成分
の検出が求められる分析に威力を発揮します。
※2015 年 8 月現在、当社調べ

◇アントラセンの高感度分析例（RF-20Axs）
アントラセン 10.48 fg 注入で S/N 21.5 を実現しています（RF-20Axs）。これは、検出限界（S/N 3）約 1.5 fg
に相当し、卓越した感度を有していることを示しています。極微量成分の検出が求められる分析に威力を
発揮します。
アントラセン

アントラセンの高感度分析

カラムスイッチングバルブ FCV-14AH/FCV-14AHi
カラム

インジェクタ

検出器

7 ポート 6 ポジション高圧バルブを内蔵したカラム切換バルブです。自動マルチカラムスイッチングに使用
できます（2 個使用）。システムコントローラやワークステーションから制御可能です。
※FCV-14AHi は接続部をイナート仕様にしたモデルです。

Enrich は、バイオ・ラッド ラボラトリーズ社の商標です。
Superdex は、GE Healthcare BioProcess R&D AB の登録商標です。

分析計測事業部

http://www.an.shimadzu.co.jp/
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