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ロドプシンは， 7本の膜貫通型αヘ
リックス構造の内部に，色素であるレ
チナール（ビタミンAアルデヒド）を
もつ光受容タンパク質の総称であり，
動物型と微生物型に大別される （図
1）．ここでは，筆者が研究対象とする
微生物型ロドプシン（以下単にロドプ
シンとよぶ） について概説する．
筆者（須藤） が学部4年生で研究室
に配属された1999年当時， ロドプシ
ンは， ①限られた 「生物種」 がもち， 

②限られた 「機能」 を担う， ③限られ
た研究者のみが 「対象」 とする， マイ
ナーなタンパク質群であった．そんな
なか， 21世紀に入り， ①多様な生物か
ら万を超えるロドプシンが発見され
［生物種の大拡張］， ②これまでの想像
を超える新たな機能が続々と発見され
［機能の大拡張］， ③脳神経科学者をは
じめさまざまな分野の研究者が取扱う
ものとなった ［対象の大拡張］．これ
ら一連の経緯の詳細については，ほか

の総説を参照いただきたい （文献1）．
ここでは， ロドプシンのマルチタレ

ント（多彩）なエネルギー変換機構
（光→ 「化学・光・力学」エネルギー）
と，　　それらを基盤にした生命機能の光
操作技術について，「発動分子マシン
としてのロドプシン」の観点からかい
つまんで紹介する．

「光→化学」 エネルギー変換
色素であるレチナールは，360 nm

付近に極大吸収波長をもつため，黄色
を呈する（図2a）．レチナールは，ロ
ドプシンタンパク質中の特定のリシン
残基と共有結合することで取込まれて
いる．ここで，ロドプシンの種類ごと
にタンパク質のアミノ酸配列が異なる
ため，レチナールとタンパク質間の相
互作用が異なる．その結果，ロドプシ
ンの極大吸収波長は， 400～600 nmへ
と変化するため，ロドプシンは種類ご
とに，青～赤色までのさまざまな色を
呈することになる （図2a，文献2）．こ
こで，光の波長の逆数はエネルギーに
対応【E （エネルギー）＝h （プランク
定数）× c （光の速さ）÷λ （波長）】 す
るため，ロドプシンは，可視光領域全
体をカバーする化学エネルギー （200

～300 kJ mol－1） を吸収できることに
なる．タンパク質中のレチナールは，
このエネルギーを使い， 13番目の炭素
と14番目の炭素の結合を， トランス
形からシス形に選択的に異性化させる
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図1　光受容タンパク質「ロドプシン」
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（図2b）．この反応は， 数百フェムト秒 

（1フェムト秒＝10－15秒） という超高
速で起こるものであり，生物中で起こ
る最も速い化学反応である．光エネル
ギーがレチナールの異性化として化学
エネルギーに変換されると，さらにレ
チナールとタンパク質の相互作用のひ
ずみというかたちでエネルギーがタン
パク質中に蓄えられ，タンパク質中の
さまざまな構造変化へとつながる．そ
して，これらの構造変化が最終的にロ
ドプシン機能へと変換される （文献
3）．
ロドプシンの代表的な機能の一つで
あるイオンポンプを例にあげると，光
励起によりさまざまなイオン （H＋， 
Na＋， Cl－など） が濃度勾配に逆らって
輸送され，細胞内外に電気化学的勾配
が形成される．できたイオン濃度勾配
は，別の酵素タンパク質を駆動し，生
物のエネルギー通貨とも比喩されるア
デノシン三リン酸 （ATP） が合成され
る （図2c，文献3）．このようなロドプ
シンによる電気化学的イオン濃度勾配
の生成やATPの合成も，化学エネル
ギーへの変換と考えることができる．
このように，ロドプシンは，「光エネ
ルギー」を「化学エネルギー」へ変換
できるタンパク質素子であるといえ
る．

「光→光」エネルギー変換
蛍光タンパク質に代表されるよう

に，光吸収タンパク質は，受取った光
エネルギーを，光として放出すること
がある （文献3）．また， 発光タンパク
質のように，化学反応で生じた化学エ
ネルギーを光エネルギーに変えること
もできる （文献3）．このような「光→
光」エネルギー変換能を利用し，生命
現象の可視化技術が急速に発展してき
た （文献4）．
ロドプシンにおいても，光吸収によ
り生じる遷移状態から，もとの状態に
戻る過程で光が放出されるが，その効
率は一般的な蛍光・発光タンパク質に
比べて低く，大部分は無輻射的にレチ

ナールの異性化反応へと導かれる （図
3，文献3）．このような「光→光」エ
ネルギー変換で放出される光は，共通
して，光吸収後の熱や振動緩和によっ
てエネルギーを失った後の光であるた
め，吸収の際の光エネルギーよりもエ
ネルギーが小さくなる．そのため， 放
出される光の波長は， 【E＝h× c÷λ】 
の関係式から， 必ず長波長となる
（例：青色吸収→緑色発光）．
一方，このような機構とは別に，ロ
ドプシンは光を発する．レチナール異
性化後のロドプシンは，吸収極大の異
なるさまざまな光中間体 （K， L， M， 

a）ロドプシンは，レチナールの電子基底状態と励起状態の化学エ
ネルギー差によりさまざまな色を呈する．b）レチナールは光励起
後，13，14位の二重結合が選択的に異性化し，光エネルギーが化学
エネルギーに変換される．c）イオンポンプ型ロドプシンは，その
機能により，細胞膜内外の電気化学的イオン濃度勾配を形成するこ
とができる．できた濃度勾配は，ATP合成に利用される．

図2　「光→化学」エネルギー変換

a）ロドプシンの蛍光メカニズム．
b）膜電位依存的な蛍光変化と神
経応答観察への利用．
図3　�「光→光」エネルギー

変換

「光→光」エネルギー変換
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N， O中間体など） を経てもとに戻る
環状光反応（フォトサイクル） を起こ
す （文献3）．ここで， N中間体に光が
当たると， Q中間体とよばれる光中間
体が新たに生じ，この中間体に光が当
たることで， 微弱な蛍光を発する （文
献5，図3a）．この蛍光は， 細胞の膜電
位に応じてその強度が変化する特性か
ら，生物内での膜電位センサーとして
利用されている （図3b，文献4）．この
ように， ロドプシンは光を 「光エネル
ギー」 へ変換できるタンパク質素子で
あるといえる．

「光→力学」エネルギー変換
ロドプシンは， 温泉， 塩湖， 北極， 
海洋など，多様な環境由来の生物から

単離・同定されており，地球上の多様
な環境に適応するために，その構造や
機能を変化させている （文献1，3）．た
とえば，温泉に生息する真正細菌由来
のロドプシンは，高温での熱エネル
ギーよりもその構造維持エネルギー
（力学エネルギー）を高くすることで，
変性を防いでいる （図4a，文献6）．ま
た， ほとんど飽和状態の塩化ナトリウ
ム （NaCl） を含む塩湖に生息する古細
菌由来のロドプシンは，内部にCl－結
合部位をもち，構造維持エネルギー
（力学エネルギー）を高めるとともに，
光反応を最適化することに役立ててい
る（図4a，文献7）．
このような構造維持の観点に加え，
構造変化の観点からも力学エネルギー

が重要な役割を果たしている．たとえ
ば，フォトサイクル中に生じるM中
間体において，異性化で蓄えられた化
学エネルギーをもとに， 7番目のαヘ
リックス （F） が外側へ大きく動くこ
とが知られている （文献3，図4b）．興
味深いことに， この構造変化（＝力学
エネルギー変換）は，さまざまなロド
プシン分子の間で共通して見られるも
のの，ロドプシンはイオン輸送，情報
伝達，転写調節，酵素機能といった多
彩な機能を発揮することができる （文
献2）．すなわち， アミノ酸残基や相互
作用低分子 （水， イオンなど） などの
微細な構造とその変化が， 機能発現に
重要な役割を果たしていることにな
る．このことは，数個のアミノ酸残基

a）イオン輸送型ロドプシンによる神経制御．b）藍藻由来ロドプシンによる転写
制御．c）プロトンポンプ型ロドプシンによるアポトーシス制御．

図5　生命機能の光操作

a） ロドプシンの安定性にかかわ
るエネルギー遷移．b） ロドプシ
ンの光誘起タンパク質構造変化．
たとえば， プロトンポンプ型ロド
プシンでは， 6番目のαヘリック
ス （F） が細胞外側に傾くことで， 
プロトンが分子内の荷電性アミノ
酸残基を経由して運ばれる．
図4　�「光→力学」�エネルギー

変換
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生命機能の光操作

の置換により，まったく異なる機能へ
と変換できることからも示唆される 

（文献8）．このように，ロドプシン
は，光を 「力学エネルギー」 へ変換で
きるタンパク質素子であるといえる．

生命機能の光操作
これまでに紹介したように，ロドプ
シンは，多彩なエネルギー変換「光→
化学・光・力学」が可能なタンパク質
素子である．「外部エネルギーを別エ
ネルギーに変えるもの」を発動分子と
定義すると，ロドプシンは，発動分子
の代表例であるといえる．このような
基礎科学的観点に加え，ロドプシン
は，生命機能の光操作技術（オプト
ジェネティクス：光遺伝学）を生み出
した分子としても有名である （図5，文
献1）．歴史的には， 2005年に， イオン
チャネル型ロドプシンを用いて，細胞
の膜電位の過分極と脱分極を高い時空

間分解能で操作し，神経細胞の興奮・
抑制を制御できることが示されたこと
にさかのぼる （文献9）．この技術は，
今や脳神経分野で必須の技術となって
いる （図5a，文献9）．私たちの研究室
では脳神経系以外の他分野での利用を
目指し， 「光をくすりにする！」 との
合い言葉で研究を進めている （文献
1）．これまでに，藍藻由来の転写型ロ
ドプシンを用いた任意のタンパク質の
光発現制御，プロトンポンプ型ロドプ
シンを用いた，細胞内外のpH制御に
よる動物細胞のアポトーシス制御など
を実現している （図5b，c，文献1，10）．

ロドプシンが示すマルチタレント性
は，物理・化学・生物といった基礎学
問の発展に大きく貢献してきた．ま
た，最近では，医学や薬学，農学，工学な
どより応用的な学問領域でロドプシン
が利用されるようになってきた．今後

の進展にも， ぜひ注目いただきたい．
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