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１．生体電気信号 

およそ 100 年前、Fricke は赤血球のサスペンジョン溶液のインピーダンス特性を解析し、容量成分が

厚さ 3.3 nm 程度の膜に由来するのではないか、という見事な予想を立てた
1
。生きた細胞の膜の厚さ

を正確に測ることは今でも難しいが、3～数 nm 程度と考えられている。活動電位の大きさは 0.1 V 程

度であり、1.5 V の乾電池よりはだいぶ小さい。というものの、乾電池はセンチメートルスケールであ

る。電場 [V/cm] に換算すれば、細胞膜には非常に強い電場がかかっている事がわかる。神経、筋、分

泌、受精など、生体のさまざまな場面・場所でこの電場が情報伝達に使われている。あまたの重要な

情報伝達分子が知られているがそれらは基本的に拡散に頼る。それに比べ電気信号の伝達は速い。小

分子の拡散速度をはるかに超え、時速 250 km を記録することもある。 

２．細胞電気活動の時空間計測 

一つ、あるいは少数の細胞であれば、ガラス管微小電極を用いた手法で美しい電気活動記録を得るこ

とが出来る。しかし多くの細胞を同時に計測対象とすることは難しい。生き物の中では、生体電気信

号は一体どのように扱われているのか、という根源的な問題に近づく事を目指して、細胞の電気活動

の時空間動態を計測しようとする試みが約 60 年前に始まった。特に Cohen らのグループはイカの神

経軸索をさまざまな色素で染色し、吸収や蛍光、複屈折、など様々な光学特性の電位依存性を調べる

事に尽力し、電位感受性色素の分野を開拓した。といっても、電位感受性色素で組織を染色する場合、

特定の細胞だけを染める事は通常難しい。見ている光学信号が、はたして複雑な神経回路を構成する

どの種類の細胞に由来するのか、観測者にとっては大問題である。蛋白質で出来たプローブであれば、

遺伝子として導入し、プローブそのものは細胞に作ってもらうことが出来る。Siegel らは Shaker（電

位依存性カリウムチャネルの一種）の電位依存的な構造変化を GFP の蛍光変化として検出する事を、

卵母細胞の発現系を用いて初めて成功した
2
。残念ながら、哺乳類細胞ではプローブがうまく発現し

ない事が分かり、プローブの実用性が高いものとはならなかった。このような課題が認識された頃、

Okamura らのグループにより VSP（voltage-sensing phosphatase）と呼ばれる蛋白質が発見された
3
。こ

の蛋白質は、電位依存性チャネル同様に、電位センサードメインという、膜電位変化により状態遷移

を起こすドメインを持ち、C 末側の脱リン酸化酵素の活性を電位依存的に制御する。しかも単量体と

して機能する事も後に明らかにされた（一般的な電位依存性チャネルは 4 量体として機能する）。こ

の事は、VSP の電位センサードメインが単量体でも十分な機能性と安定性を保持していて、蛋白質性

の膜電位プローブの材料として好都合である事を意味している。実際、Knopfel らはこの蛋白質を用

いて哺乳類細胞にも安定的に発現するプローブが創れる事を初めて報告した
4
。 



図１(A)Mermaid の模式構造 (B)擬似カラーで表示されたゼ
ブラフィッシュ心筋の膜電位動態。赤は脱分極領域を示す。
文献 5,6 より改変。 

図 2 (A,B) HaloTag-TMR は電位センサードメイン C 末の
動きを検出できる。（C,D）このシステムを用いると、
N 末も構造変化を起こしている事が示唆された。文献 7
より改変。 

3．電位センサードメインを利用した、細胞膜電位の FRET プローブ 

図 1A は、VSP の電位センサードメインを利用した膜電位の FRET プローブの一つ、Mermaid
5
の模式図

を示す。電位センサードメインは細胞膜を４回貫通する形をしている。mUKG, mKOは、沖縄産の珊

瑚から単離・改良した蛍光蛋白質で、FRET donor, acceptor として優れたスペクトル特性をもっている。

膜電位変化がまず電位センサードメインの構造変化を引き起こし、mUKG、 mKOの相対的位置関係が

変化し、mUKG から mKOへの共鳴エネルギー移動効率が変化する。このプローブを用いて、単一細

胞の単一活動電位を時間平均加算することなく捉える事に初めて成功している。また、いわゆる比色

測定であるため、原理的に動きや

収縮のある標本にも適用できる。

これらの利点を活かして、拍動し

ているゼブラフィッシュ心臓の電

気活動を非侵襲的に可視化する事

なども出来る（図 1B）
6
。ゼブラフ

ィッシュは光学的な透明性と、マ

イクロウェルに入る小ささを兼ね

備えている。今後、創薬関連化合

物や心機能関連遺伝子の効率的な

探索を行うシステムが構築出来る

可能性が期待される。 

４．電位センサードメインの N 末効果 

電位センサードメインが状態遷移を起こすとその作用は特に C 末端側に伝播する、と一般的に考えら

れてきた。最も C 末側のセグメント（S4）には、塩基性のアミノ酸が規則的に配置されていて、膜電

位検出の中心的な役割を担う事が明らかとなっているし、蛋白質の一次構造を見てみても、イオンの

通り道であるポア ドメインや VSP の酵素ドメインといったエフェクタードメインは S4 の C 末側に位

置している。我々は、自然の蛋白質がいかに生体電気信号を解読しているのかという観点からも、電

位センサードメインの状態遷移機構にも興味を持っている。最近、電位センサードメインがその C 末

だけでなく、N 末側にも無視できない構造

変化を引き起こしている事を捕らえること

に成功した
7
。図 2 はその実験の一つを示す。

まず、タグ蛋白質である HaloTag に

Tetramethyl rhodamine (TMR) を含むリガンド

を共有結合させた。次に、S4 の電位依存的

な動きを指標にして調べてみると、HeloTag-

TMR は局所環境変化のレポーターとしても

機能する事を見出した（図 2A,B）。そこで

この HaoTag-TMR を S1 の N 末側につなげ



図 3 (A)Mermaid2 の模式図(B) 海馬神経細胞に
導入した様子（C）神経細胞におけるパッチ
クランプと Mermaid2 の同時計測（D）2 種類
の聴覚刺激に対する光学信号 (E) 光学信号
の継時変化 （F）81ms 秒後の 5KHz と
20KHz の刺激に対する応答を重ねたもの。文
献 8 より改変。 

てみると、やはり同様に電圧依存的な蛍光変化を示した（図 2C,D）。この事は C 末側だけでなく、N

末側も電圧依存的に動いている事を示している。電位センサードメインの状態遷移機構の研究は非常

に長い歴史があるが、以上のような実験はやはり単量体での発現が難しいイオンチャネルを用いては

難しい計測であると考えられる。 

５．プローブの改良 

状態遷移時における、N 末・C 末側への作用を同

時につかうことで、感度や時間特性が改善される

可能性があると考え、図 3A のように、N 末、C 末

側に FRET ドナーとアクセプターをつけたものを

作成した（Mermaid2）。詳しく解析してみると、

Mermaid2 は、前述した Mermaid と比べて最大信

号振幅で 1.8 倍、応答速度で 7.7 倍も優れたもの

であり、特に、V =  +50 mV での応答時定数（ON）

は、サブミリ秒の領域にあった。海馬神経細胞に

遺伝子導入し計測を行うと、時間平均加算するこ

となく、活動電位のみならず、閾値下の膜電位応

答も捉えられている事が分った（図 3B, C）
8
。In 

vivo での神経活動を見る事も出来る。大脳皮質側

頭部の聴覚関連領域に Mermaid2 遺伝子を導入し

た例を示す。この領野にはトノトピーと言う最適

周波数マップがあり、それが単一試行の計測で可

視化されている（図 3D-F）。ここでの計測は頭蓋

骨を開ける事なく行っているので、非侵襲性が高

く、また、同じ個体からの活動記録を継時的に行

う事も原理的に可能であると考えられる。 

６．プローブの高速評価 

さらに優れたプローブを創出出来ると考えている。

前項で、N 末作用に基づく設計について述べたが、あくまでも全体的な Configuration についての示唆

であり、精密な設計を細部まで行う事は現実的ではない。些細な変更が良くも悪くも予期せぬ効果を

生む為、実際には沢山の候補プローブを作って解析する必要がある。（Mermaid2 もそのようにして

幾つかの候補分子から得られた）。通常、解析はパッチクランプ法などの電気生理学計測と光計測を

組み合わせて行う。精度の高い結果が得られるものの、作業効率は低い（この状況は、例えば蛍光蛋

白質の試験管内進化実験では、大腸菌プレートに変異体を二次元展開して効率的に解析出来る事と対

照的である）。最近、我々は、電場誘起膜電位に基づいて、パッチクランプ法によらずにプローブを

高速に評価する手法を提案している
9
。誘起膜電位とは、電場中に置かれた細胞に誘起される場所依

存的な膜電位変化の事である。細胞の形態などにも複雑に依存するが、膜が球形で且つ絶縁性が十分
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図 4(A)N2a 細胞における電場誘起膜電位のプ
ロファイル。電位感受性色素 Di-4-ANEPPS で
可視化した。 (B)内向き整流性カリウムチャ
ネル Kir2,1 を導入した N2a 細胞におけるプロ
ファイル。赤は過分極変化、緑は脱分極変化
を示す。それぞれ右はコンピュータグラフィ
ックスによる概念図。文献 9 より改変。 

に高いという理想的な場合には Schwan の式とも呼ばれる解析解知られている（V=1.5ERCos; E: 電場

強度; R: 細胞半径;  電場方向から見た膜の角度）。

ただし、電位センサーの状態遷移は絶対的な膜電

位に基づくために、細胞ごとの静止膜電位のばら

つきや値の不確実性が問題となる。内向整流性カ

リウムチャネルを恒常的に発現させた細胞を用い

ると、静止膜電位をカリウム平衡電位近くに揃え

る事が出来る。ただし、電場誘起膜電位に関して、

コンダクタンスの導入により Schwan の式は本質

的に当てはまらくなる（図 4A,B）。詳細は割愛す

るが、実験的に決定した新しい関係式と、電場の

矩形波を細胞に与えた時の光学信号を解析するこ

とで、ある程度の定量性をもってプローブの特性

を高速に評価する事が出来る。この手法は、原理

的に、例えばマイクロ流路を流れる細胞などに対

しても適用できるはずで、今後、プローブの開発

効率を高められる事が期待できる。 

６．おわりに 

細胞電気活動は時間スケールの速い現象であり、「膜電位動態の可視化」を取り巻く厳しい物理的化

学的な制約は多い。しかしながら、プローブの高性能化や、高感度 cMOS カメラを始めとするハード

ウェア側の進歩もあって、可視化技術はますます身近なものになってきている。今回、電位センサー

ドメインを利用した FRET プローブの開発と計測を中心に記したが、新しい計測原理の探求も常に行

っている。生体電気信号に興味のある方、面白いアイディアを実現したい方、是非、一緒に探求しま

しょう！本研究に携わって頂いた共同研究者の方々、及び、本稿を執筆する機会を頂いた北陸先端

大・高木昌宏先生に感謝致します。 
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