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6.f.1 カラムクロマトグラフィーに必要な装置

タンパク質精製のクロマトグラフィーに必要な機器

は，用いる担体の種類やカラムサイズにより異なる．一

般的に必要な基本構成は，カラム，（ペリスタ）ポンプ，

モニターとレコーダー，フラクションコレクターとそれ

らをつなぐチューブ・コネクター類などである．図1に

イオン交換クロマトグラフィーの基本構成を示す．試料

溶液と溶出溶液の塩濃度の勾配を作成するグラディエン

トメーカーをそれぞれ三方コックを介してカラムにつな

ぐ．静水圧を利用して溶液をカラムに送ることは可能で

あるが，ここではペリスタポンプでカラムへ送液する．

アフィニティークロマトグラフィーなどで用いる小さな

カラムのときは，ポンプやフラクションコレクターは必

ずしも必要ない．イオン交換，ヒドロキシアパタイト，

および疎水性相互作用クロマトグラフィーには，溶出溶

液の塩濃度の勾配を作成するためグラディエントメー

カーが必要である．また，精製中のタンパク質の変成を

防ぐため，クロマトグラフィーは低温室もしくはクロマ

トチェンバー内（4℃）で行う．自分でカラムを作成する

ときは，担体を均一に充塡することが，高い分離の必要

条件である．ゲルろ過用の1mもの長いカラムを作成す

るときは特に重要で，リザーバーを利用するとよい．担

体によっては様々な種類のプレパックカラムが利用でき

る．低圧用のプレパックカラムはペリスタポンプでも使

用できる．しかし，a圧用のプレパックカラムは，a圧用

のポンプで送液しなければならない．

カラムクロマトグラフィーの操作には経験と独自の工

夫が必要である．そのため，マニュアル化された操作に

慣れている人にとっては，初めはとまどいを感じるかも

しれない．しかし，半自動式クロマトグラフィー装置

（BioLogic LP,BioRad）などが利用できれば操作の負担

は軽くなる（図2）．この装置ではペリスタポンプを使用
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可溶性および膜タンパク質の精製においてカラムクロマトグラフィーは最も有効な手法の一つであ

る．本章では，一般的によく使われるカラムクロマトグラフィーの方法について紹介する．

Column chromatography
 

Shin-ichiro Ozawa,Akira Okamuro,Yuichiro Takahashi
 

Column chromatography is one of the most useful methods for purification of solubile and membrane proteins.

In this chapter,principle and application of variable column choromatographies is presented.
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図1：カラムクロマトグラフィー装置のセッティング
イオン交換クロマトグラフィーに用いる溶出溶液の塩濃度に
勾配をかけてサンプルを分離する方法の例を示す．グラディ
エントメーカー，三方バルブ，カラム，ペリスタポンプ，モニ
ター，フラクションコレクターがチューブにより連結されて
いる．ポンプがない場合は，静水圧を利用して溶出する．三方
バルブがあると試料添加に便利である．カラムに詰めた担体
の上端に𨻶間が空くので伸縮式のアダプターを取り付けると
よい．モニターがない場合は，分画した各画分の280nmもし
くは適当な波長での吸光度を測定しグラフにする．



するため，自分で作成したカラムも使用できる．中圧ク

ロマトグラフィー装置（ÄKTA,GE Healthcare）は自

動化が進み，速い送液で短時間の分離が可能である（図

3）．

6.f.2 イオン交換クロマトグラフィー

イオン交換クロマトグラフィー（ion exchange
 

chromatography）は，合成樹脂などの担体に共有結合さ

せた解離基とタンパク質の表面電荷との相互作用を利用

してタンパク質を分離する（図4）．水溶性や膜タンパク

質の精製に利用でき，再現性よく高い分離が得られる．

カラムクロマトグラフィー

図2：低圧クロマトグラフィー装置
ポンプ，モニター，カラムスタンド，フラクションコレクター
の他に，送液時間，送液速度，グラディエント作成，モニター
による溶出の記録，などがコントロールできるようになって
いる．

図3：中圧クロマトグラフィー装置
コンピューターで制御して試料添加，溶出を自動で行う中圧
カラムクロマトグラフィー装置で，プレパックのカラムを用
いる．溶出の送液速度を速くできるため，高い分離を保ちなが
ら分離時間を大幅に短縮できる利点がある．特に，ゲルろ過カ
ラムクロマトグラフィーの分離が優れている．

図4：陰イオン交換カラムの原理
陰イオン交換体による異なるタンパク質の分離の様子を模式的に示した．試料を添加すると負電荷をもつタンパク質は開始バッ
ファーの対イオン（Cl）と置き換わり担体に結合する．溶出バッファーのイオン強度を増加させると，担体に結合したタンパク
質は溶出バッファーの対イオン（Cl）と置き換わり溶出される．タンパク質の担体への結合強度により，溶出されるときのイオ
ン強度が異なり，タンパク質は分離される．
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解離基が正電荷をもつ場合は，タンパク質表面の負電荷

と結合するため，陰イオン交換体と呼ばれる．それに対

して解離基が負電荷をもつ場合は，陽イオン交換体と呼

ばれる（表1）．いずれも弱および強イオン交換体がある．

弱イオン交換体は結合容量が小さく，イオン化がpH依

存性を示す．一方，強イオン交換体は幅広いpH領域でイ

オン化し，タンパク質の結合容量が大きい．

中性付近のpHでは正の電荷をもつタンパク質が多い

ため，陰イオン交換体がタンパク質の精製に多用されて

いる．弱陰イオン交換体として一般的に利用される官能

基は，Diethylaminoethyl（DEAE）である．一方，強陰

イオン交換体として第４級アミノエチルが利用される．

Trimethylaminoethyl基は，Mono Q（GE Healthcare）

やSuper Q（東ソー）に使用され，プレパックカラムと

して市販されている．弱陽イオン交換体として最も一般

的に利用される官能基はカルボキシル基を含むCarbox-

ymethyl（CM）である．強い結合性の官能基はスルホ基

を含む．Mono S（GE Healthcare）はSulphomethyl基

を含み，SPシリーズ（東ソー）はSulphopropyl基を含

む．

図4に陰イオン交換カラムでタンパク質を分離する様

子を模式的に示した．陰イオン交換体には開始バッ

ファーの対イオンであるClが結合する．試料を添加す

ると，交換体はタンパク質を結合し，対イオンは遊離さ

れる．次に溶出バッファーの塩濃度（NaClもしくは

KCl）を増加させると，交換体への結合の強さに応じてタ

ンパク質が順次溶出される．高塩濃度の溶出液でタンパ

ク質をすべて溶出した後，開始バッファーで置き換える

とカラムを再生することができる．試料をカラムに吸着

させるとき，目的のタンパク質が溶出しない程度の塩を

試料溶液に加えておくと，低塩濃度で溶出するタンパク

質の吸着を抑えることができる．そうすると，多数のタ

ンパク質が含まれる試料では，目的のタンパク質をカラ

ムにより多く吸着させることができる．

6.f.2.1 DEAEカラムクロマトグラフィーによる水

溶性タンパク質の分離

図5に緑藻クラミドモナスの水溶性タンパク質の分離

例を示す．凍結融解を繰り返して細胞を破壊し，得られ

た水溶性タンパク質をDEAEカラムに吸着させ，展開溶

液中のKCl濃度を０から500mMまで増加したときに

溶出されるタンパク質を示した．ここでは，プラストシ

アニン（Pc），フェレドキシン（Fd），フェレドキシン

NADP還元酵素（FNR），リブロースビスリン酸カルボ

キシラーゼオキシゲナーゼの大サブユニット（Ls）と小

サブユニット（Ss）の分離に注目する．

［実験方法］

１．直径2.5cmのエコノカラム（Bio-Rad）にDEAE
 

Toyopearl 650S（東ソー）を高さ7cm充塡する（カ

ラム体積は34ml）．

２．20mM Tricine-NaOH pH7.8でカラムを平衡化す

る．

３．1ml/minで試料を吸着させる．この時，必要であれ

ば非吸着画分も回収する．

４．20mM Tricine-NaOH pH7.8に0-500mM KClの

濃度勾配をかけながら，流速0.4ml/minで溶出する．

5mlずつ80フラクションに分画する．

細胞から抽出した水溶性タンパク質の試料（レーン１）

と溶出された画分のうち18画分（レーン2-19）のタンパ

ク質をSDS-PAGEで分離し，CBBで染色した（図5）．

試料には細胞質と葉緑体などのオルガネラのすべての水

表1：イオン交換カラムクロマトグラフィーの担体

陰イオン Functional group name 解離基／官能基

弱塩基 Diethylaminoethyl(DEAE) －CHCHN H(CHH)

弱塩基 Aminoethyl(AE) －CHCHNH
強塩基 Diethyl-2-hydroxypropylaminoethyl(Quaternary aminoethyl)(QAE)－CHCHN (CHCH)CHCH(OH)CH
強塩基 Trimethylaminomethyl(SuperQ，MonoQ) －CHN (CH)

強塩基 Triethylaminoethyl(TEAE) －CHCHN (CHCH)

強塩基 Dimethyl-2-hydroxyethylaminomethyl －CHN (CH)CHCHOH

陽イオン

弱酸 Carboxymethyl(CM) －CHCOO
弱酸 Carboxy(C) －COO
強酸 Sulphopropyl(SP) －CHCHCHSO
強酸 Sulphoethyl(SE) －CHCHSO
強酸 Sulphomethyl(SM)(Mono S) －CHSO
強酸 Sulpho －SO
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溶性タンパク質が含まれているため，多数のバンドが検

出される．レーン2-19のタンパク質組成を観察すると，

異なるタンパク質が分離される様子が分かる．低塩濃度

のレーン3-4に約40kDaのFNRが，100-150mM KCl

付近のレーン5-7にPcが，350mM KCl付近のレーン

14にFdが分離された．レーン10に分離された約50

kDaと15kDaのバンドは，それぞれRubiscoの大およ

び小サブユニットである．最初の試料には多数のタンパ

ク質が含まれているので，分離後の各画分にはまだ複数

のタンパク質が含まれている．精製を改善するには，カ

ラムに充塡する担体を増やし，別の精製法も組み合わせ

る．

6.f.2.2 DEAEカラムクロマトグラフィーによる

膜タンパク質の分離

膜タンパク質も水溶性タンパク質と同様に分離するこ

とができるが，タンパク質を凝集させないようにするた

め，溶液にCMC以上の濃度の非イオン性界面活性剤を

加える．緑藻クラミドモナスから単離したチラコイド膜

を非イオン性界面活性剤で可溶化して得られるクロロ

フィルタンパク質の分離例を図6に示す．

［実験方法］

１．直径2.5cmのエコノカラム（Bio-Rad社製）に

DEAE Toyopearl 650S（東ソー）を高さ7cm充塡す

る（カラム体積は34ml）．

２．50mM Tris-HCl，pH8.0，0.05％ドデシルマルト

シド（DM）の溶液でカラムを平衡化する．

３．0.5ml/minで試料（ショ糖密度勾配超遠心法で分離

したA2画分）を吸着させる．

４．吸着された緑色の試料は1-2cm位の高さになる．

５．50mM Tris-HCl，pH8.0，0.05％ DM溶液に0-150

mM NaClの濃度勾配をかけながら，流速0.5ml/min

で溶出する．溶出容量は300mlである．

分離に用いた試料は，チラコイド膜をDMで可溶化

し，ショ糖密度勾配超遠心法で分離したA2画分である．

この画分には複数の複合体と光化学系 コア複合体の解

体産物が混ざっているが，それぞれは溶出曲線のピーク

もしくは肩として分離されている．ただし，LHCI複合体

だけは広範囲のNaCl濃度で溶出されている．これは，

LHCIは光化学系 複合体から解体した後も多量体を維

持しているが，部分的に解体しヘテロな状態であるから

だと考えられる．多数のサブユニットから構成される複

合体を精製する場合，ここでのLHCIや光化学系 複合

体の様に，本来は均質な複合体でも精製の過程で部分解

体することがある．したがって，部分解体を最小限にす

図5：DEAEクロマトグラフィーによる水溶性タンパク質の分離
緑藻クラミドモナスの細胞から水溶性タンパク質を抽出し，DEAEクロマトグラフィーで0-500mM KClの濃度勾配を含む溶出
溶液で分離した．得られた画分のタンパク質組成をSDS-PAGEで分析した．FNR；フェッレドキシンNADP還元酵素，Fd；
フェレドキシン，Pc；プラストシアニン，Ls；リブロースビスリン酸カルボキシラーゼオキシゲナーゼ大サブユニット，Ss；リブ
ロースビスリン酸カルボキシラーゼオキシゲナーゼ小サブユニット．
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るには，分離時間，温度，界面活性剤，緩衝液および塩

濃度の設定を最適化しなければならない．

6.f.3 ヒドロキシアパタイトクロマトグラ

フィー

タンパク質とヒドロキシアパタイトの相互作用は，主

としてタンパク質表面の負電荷とヒドロキシアパタイト

のCa との静電的な結合により引き起こされる．した

がって，タンパク質の分離は陰イオン交換カラムクロマ

トグラフィーと似ているが，タンパク質表面の正電荷と

ヒドロキシアパタイトのリン酸基との相互作用も生じて

いるため，分離パターンが異なってくる場合もある．

カラムに吸着したタンパク質を溶出するには，Ca と

強い親和性をもつリン酸などの陰イオンの濃度を上げて

いく．例えば，リン酸ナトリウムもしくはリン酸カリウ

ムの濃度をそれぞれ10-150mMもしくは10-200mM

の範囲で使用する．溶出溶液中のイオン強度を高くする

と（例えば250-500mM NaCl），タンパク質の溶出に必

要なリン酸緩衝液濃度が低下することがある．溶出時の

リン酸緩衝液の濃度を低くしたいときは試してみるとよ

い．

図7は，DEAEクロマトグラフィーで分離したPcに

富む画分（図5，レーン4-6）をヒドロキシアパタイトク

ロマトグラフィーでさらに精製した結果である．

［実験方法］

１．直径1cmのエコノカラム（Bio-Rad）にヒドロキシ

アパタイト（Macro-Prep Ceramic Hydroxyapatite
 

TYPE I 20μm）（Bio-Rad）を高さ5cm充塡する．カ

ラム体積は4mlである．

２．20mM potassium phosphate，pH7.8を1ml/min，

15分間流し，カラムを平衡化する．

３．試料を20mM potassium phosphate，pH7.8で５

倍に希釈する．

４．試料を1ml/minでカラムに吸着させる．

５．20mM potassium phosphate，pH7.8で1ml/min，

15分間カラムを洗う．

６．potassium phosphate，pH7.8の濃度勾配を20-500

mMにして溶出させる．流速0.4ml/min，1mlずつ

40フラクションに回収する．

７．500mM potassium phosphate pH7.8で1.0ml/

min，15分間カラムを洗う．

８．20-200mM Potassium phoshateの濃度で溶出され

図6：DEAEクロマトグラフィーによる膜タンパク質の分離
緑藻クラミドモナスのチラコイド膜をドデシルマルトシドで可溶化し，ショ糖密度勾配超遠心法で分離して得られたA2画分を
DEAEクロマトグラフィーで分離した．A2は主に光化学系 コア複合体を含み，その他に光化学系 コア複合体，LHCI複合体，
シトクロムbf複合体なども含む．溶出曲線は280nmでの吸光度を測定して求めた．ここではaからfで記したピークおよび肩
が観察される．a；アンテナ複合体LHCII，b；光化学系 のコアアンテナ複合体CP43，c；光化学系 のコアアンテナ複合体
CP47，d；光化学系 コア複合体，e；光化学系 複合体，f；CP43を欠く光化学系 複合体．LHCI複合体は不均一な性質をもつ
らしく，aを除く各画分に溶出されている．

4012009 低 温 科 学 vol.67



る画分にPcが分離される．

DEAEクロマトグラフィーで精製したPc画分には

40～90kDaのサイズのタンパク質がかなり混入してい

た（図5，レーン6）．ヒドロキシアパタイトクロマトグ

ラフィーにより，Pcは低濃度のPotassium phoshateに

より溶出され，混入タンパク質の大部分は200mM
 

Potassium phoshateの画分に溶出された．したがって，

Pcの精製には有効である．しかし，約60kDaのタンパ

ク質は，低濃度のPotassium phoshateで溶出してくる

ため完全に除去することはできない．このタンパク質と

Pcの分子質量の差は大きいので，さらに精製を進めるに

はゲルろ過クロマトグラフィーが有効であろう．

6.f.4 ゲルろ過クロマトグラフィー

上記のイオン交換やヒロドキシアパタイトクロマトグ

ラフィーと異なり，ゲルろ過クロマトグラフィーではタ

ンパク質は担体へ結合せず，サイズに基づいて分離され

る．分子のサイズの対数と溶出体積は直線関係になる．

したがって，分子量マーカータンパク質を用いて検量線

を求めると，目的のタンパク質の見かけの分子量を求め

ることができる．担体がタンパク質と弱い相互作用をも

つときは，展開溶媒中のイオン強度により溶出体積が変

化することがある．

ゲルろ過（Gel filtration）クロマトグラフィーに用い

る担体は，大きさの異なる網目構造をもつ粒子である．

図8Aに，カラムの体積に相当するベッド体積（Vt），ゲ

ルの体積，排除体積（Vo）の関係を示す．ゲルの体積は，

溶液が入り込めるゲル粒子の網目構造の体積（Vi）と溶

液が入り込めないゲル粒子そのものの体積（Vp）の合計

である．したがって，Vt＝Vo＋Vi＋Vpとなる．溶出溶

液のように十分に小さい分子はゲル粒子の網目の内部に

浸透するので，カラムを通過するにはVo＋Viの溶液量

が必要となる（図8B）．大きな分子はゲル粒子の網目か

ら排除されるため，ゲル粒子を素通りして溶出される．

このような大きな分子の溶出体積Voを排除体積（void
 

volume）と呼び，ベッド体積（Vt）のおよそ20％程度に

相当する．分子質量2MDaのBlue Dextran溶液

（0.2％）をベッド体積の１％程度を添加し，溶出するま

での溶液量からVoを求める．一方，中間の大きさの分子

は網目構造に部分的に浸透するので，溶出体積（Ve）は，

Vo＜Ve＜Vt＋Viとなる．このようにして，タンパク質

が球状の場合，ゲルろ過クロマトグラフィーでは大きな
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図7：ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィーによる分離
図５で分離したPcに富む画分（レーン5-7）をヒドロキシアパタイト
カラムに吸着させた．20-500mMの濃度勾配をもつリン酸カリウム溶液で溶出された各画分をSDS-PAGEで分析した．約10
kDaのPcのバンドを矢印で示した．低濃度のリン酸カリウム溶液で60kDaタンパク質と共にPcが溶出され，Pcの純度が大き
く上がった．



タンパク質が先に溶出される．タンパク質が非対称な形

状である場合，溶出体積が影響を受けることがある．ゲ

ルろ過カラムを自分で作成する場合，タンパク質の分離

を十分にするためには長さ1m以上が必要となる．しか

し，プレパックカラムは分離能が高いため長さ30-60cm

でも十分である．

ゲルろ過クロマトグラフィーで分離できるタンパク質

分子のサイズの範囲（分画範囲）は，ゲル粒子の網目構

造の大きさに依存する．様々な網目サイズのゲルろ過用

の担体が入手できるので，目的のタンパク質のサイズに

最適な担体を選ぶことは重要である（表2）．一般的にゲ

ルろ過担体の分画範囲は，水溶性タンパク質の分離を目

安としている．膜タンパク質は界面活性剤を結合してい

るので，分離サイズの範囲は狭くなる．一般的には，表

示されている分画サイズより小さい膜タンパク質の分離

に用いられる．また，分離サイズの小さいゲル粒子（Se-

phadex G-25およびG-50）は脱塩などに用いる．この場

合，タンパク質は排除体積に溶出されるが，低分子の塩

は遅れて溶出される．タンパク質の分離には試料をベッ

ド体積の0.5-4％添加するが，脱塩の場合は30％まで添

加できる．ゲルろ過担体の選択と溶出条件の設定は，製

造会社のマニュアルを参考にする．膜タンパク質の分離

例は少ないので，以下にクロロフィルタンパク質の分離

の例を示す（図9）．

図8：ゲルろ過クロマトグラフィーによるタンパク質分離の原理
(A）カラムのベッド，ゲル粒子，および排除体積の関係．(B）異なるサイズのタンパク質の分離．
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チラコイド膜をDMで可溶化し，ショ糖密度勾配超遠

心でLHCII，PSII，PSI-LHCI複合体に相当するA1，

A2，A3画分を分離した．次にそれぞれの画分をゲルろ過

クロマトグラフィーに添加し，その分離の様子を比較し

た．

［実験方法］

溶出溶液；0.05％DM，50mM Tris-HCl，pH8.0，

100mM NaCl，（ただし水溶性マーカータンパク質を分

離するときはDMを加えなくてもよい）．カラム；

Superose 6 HR 10/20（GE Healthcare），クロマトグラ

フィーシステム；FPLCもしくは ÄKTA（GE Health-

care），分子量マーカータンパク質；Thyroglobulin（669

kDa），Apoferritin（443kDa），β-amylase（200kDa），

Alcoholdehydrogenase（150kDa），Bovine Serum Albu-

min（66kDa），Carbonicanhydrase（29kDa）．

１．試料を0.2μmのフィルターに通し，不溶物やゴミ

などを除去する．

２．試料200μlをカラムに添加する．

３．流速0.2ml/minで分離し，280nmの吸収で溶出液

をモニターする．

４．0.4mlずつフラクションをとる．

表2：ゲルろ過クロマトグラフィー用担体

充塡用担体 製品名 分画範囲（kDa）

Dextran  Sephadex G-25 ＜1.5 GE Healthcare
 

Sephadex G-50 1.5-30 GE Healthcare
 

Sephadex G-75 3-70 GE Healthcare
 

Sephadex G-100 4-150 GE Healthcare
 

Polyacrylamide  Bio-Gel P-2 0.1-1.8 Bio-rad
 

Bio-Gel P-6 1-6 Bio-rad
 

Bio-Gel P-30 1.5-20 Bio-rad
 

Bio-Gel P-60 3-60 Bio-rad
 

Bio-Gel P-100 5-100 Bio-rad
 

Dextran,corss-linked agarose Sephacryl S-100HR 1-500 GE Healthcare
 

Sephacryl S-200HR 5-250 GE Healthcare
 

Sephacryl S-300HR 10-1,500 GE Healthcare
 

Sephacryl S-400HR 20-8,000 GE Healthcare
 

Agarose  Sepharose 6B 10-4,000 GE Healthcare
 

Sepharose 4B 60-20,000 GE Healthcare
 

Sepharose 2B 70-40,000 GE Healthcare
 

Polyvinylchloride  TOYOPEARL HW-40 0.1-10 東ソー
TOYOPEARL HW-50 0.5-80 東ソー
TOYOPEARL HW-55 1-700 東ソー
TOYOPEARL HW-65 400-5,000 東ソー
TOYOPEARL HW-75 500-50,000 東ソー

プレパックカラム

Dextran linked to  Superdex 75 pg 10-600 GE Healthcare
 

cross-linked agarose  Superdex 200 pg 10-600 GE Healthcare
 

Superose 12 pg 1-300 GE Healthcare
 

Superose 6 pg 5-5,000 GE Healthcare

図9：ゲルろ過クロマトグラフィーによるクロロフィルタン
パク質の分離
ドデシルマルトシドで緑藻クラミドモナスのチラコイド膜を
可溶化しショ糖密度勾配超遠心により分画した３種のクロロ
フィルタンパク質をゲルろ過クロマトグラフィー（Superose

 
6HR 10/30）でさらに分離した．

404 カラムクロマトグラフィー



膜タンパク質を分離するときは，溶出溶液中に界面活

性剤を添加する．マーカータンパク質の溶出体積を溶出

曲線の上部に示した．マーカータンパク質は水溶性であ

るので，溶出溶液中に界面活性剤を加える必要はないが，

界面活性剤の有無により溶出体積に差は生じない．ゲル

ろ過クロマトグラフィーではタンパク質と単体の間に相

互作用は基本的にはないはずである．しかし，Superose

の担体とタンパク質の間には疎水性相互作用があり，溶

出溶液のイオン強度を上げるとタンパク質の溶出が遅く

なる．

各クロロフィルタンパク質複合体の見かけのサイズ

は，A1（LHCII）は約200kDa，A2（PSII複合体）は約

400kDa，A3（PSI-LHCI複合体）は約700kDaである．

ショ糖密度勾配超遠心法では，クロロフィルタンパク質

はその密度の差により分離されるはずであるが，密度に

あまり差がない場合はサイズによって分離されるようで

ある．確かにゲルろ過クロマトグラフィーとショ糖密度

勾配超遠心の分離パターンはよく似ている．

6.f.5 疎水性相互作用クロマトグラフィー

用いるゲル担体に疎水性リガンドを導入し，タンパク

質の表面の疎水性の差に基づいて分離する．逆相クロマ

トグラフィーと異なり，導入された疎水性リガンドの密

度は低い．したがって，タンパク質の疎水領域との相互

作用は弱く，吸着されたタンパク質を温和な条件で溶出

できる．一般的に水溶性タンパク質の精製に用いられる．

担体は界面活性剤を強く結合するため，膜タンパク質の

精製にはあまり用いられない．高塩濃度下ではタンパク

質の電荷が中和され，溶解度が低下し疎水性が増加する

ため，担体の疎水性リガンドに結合する．そのため，タ

ンパク質を塩析する濃度以下の高塩濃度条件下でカラム

へ吸着させる．したがって，硫安沈殿やイオン交換クロ

マトグラフィーの後に利用するのに適している．また，

溶出液の塩濃度を低下させることによりタンパク質を溶

出させる．異なる疎水性のリガンドを結合した担体が購

入できるので，目的のタンパク質の精製に最も適した担

体を選択する（表3）．

6.f.6 アフィニティークロマトグラフィー

タンパク質は特定の物質と相互作用することによりそ

の機能を発揮する．例えば，酵素は基質，生成物，補酵

素，競争阻害剤およびアロステリック活性化剤などと，

抗体は抗原とアフィニティー（親和力）により結合する．

タンパク質のこの様な特性を精製に応用したのがアフィ

ニティークロマトグラフィーである．アフィニティーク

ロマトグラフィーでは，目的のタンパク質とアフィニ

ティーをもつ物質をリガンドとして担体に結合させる

（図10）．リガンドを担体に化学的に結合させるために反

応性官能基をもつスペーサーを導入した活性化型アフィ

ニティー担体が市販されている．精製するタンパク質に

表3：疎水性相互作用クロマトグラフィーの担体

担体 リガンド 製造会社

RESOURCE ETH Matrix-OCHCHOHCH-OH  GE Healthcare
 

RESOURCE ISO  Matrix-OCHCHOHCHOCHCHOHCHOCH(CH) GE Healthcare
 

RESOURCE PHE Matrix-OCH-CHOHCHOCHCHOHCHOCH GE Healthcare
 

Toyopearl Ether  Matrix-(OCHCH)OH 東ソー

Toyopearl PPG  Matrix-OCH(CH)CH-OH 東ソー

Toyopearl Phenyl Matrix-OCH 東ソー

Toyopearl Butyl  Matrix-OCHCHCHCH 東ソー

Toyopearl Hexyl Matrix-OCHCHCHCHCHCH 東ソー

Methyl HIC  Matrix-OCH Bio-Rad
 

t-Butyl HIC  Matrix-OC(CH) Bio-Rad

図10：アフィニティークロマトグラフィーによるタンパク
質分離の原理
担体にリガンドを結合させる．このとき6-10炭素原子を含む
スペーサーを介在させて結合させることがある．吸着時の溶
液は目的のタンパク質とリガンドの結合が最適になるように
選択すると，タンパク質はカラムに吸着され，リガンドと親和
性のないタンパク質はそのまま溶出される．溶出時には溶液
の塩濃度を高くしたり，pHを変化させたりして，タンパクと
リガンドの結合を解離させる．
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よりリガンドや担体を適切に選択しなければならない．

リガンドとして抗体を使用すると，抗原タンパク質を精

製することができる．アガロース担体をCNBrで活性化

して抗体を結合させる．カラムにタンパク質を吸着させ

るときは，温和な塩，中性pH条件下で行う．溶出には高

塩や低pH，界面活性剤などの変性剤の添加，などの条件

下で行う．

関連した機能や構造をもつタンパク質に共通した親和

性を示すリガンドを利用して精製する方法もある．この

様なリガンドを結合させたアフィニティークロマトグラ

フィー用担体が市販されている．Staphylocuccus aureus

より抽出したプロテインＡは，ほ乳類のIgGのFc部分

に結合する．このプロテインＡを結合させた担体（Bio-

Rad）はIgGを高純度に精製するために利用される．

IMAC（Immobilized Metal ion Affinity Chromatogra-

phy）は固定化金属アフィニティークロマトグラフィー

（Metal Chelate Chromatograpy）とも呼ばれる．主に

二価の金属イオン（Cu ，Zn ，Hg ，Cd ，Co ，Ni，

Mn ）を固定化する．リン酸化タンパク質やペプチドの

精製にはFe も使われるが，二酸化チタン（TiO）から

作製されたTitansphere（GLサイエンス）が有効であ

る．また，Ni-NTA（nickel-nitrilotriacetic acid）アフィ

ニティークロマトグラフィーはリコンビナントHis-tag

タンパク質の精製に利用される．リガンドはIDA

（Iminodiacetic acid）で，ネイティブな条件でも変性条

件でも精製できる．また，核酸関連物質を基質とする酵

素などの精製に利用される色素結合型アフィニティーク

ロマトグラフィー用担体が市販されている．その一つで

あるToyopearl AF-Red-650（東ソー）は担体にProcion
 

Red HE-3B色素（Reactive Red 120）を共有結合させ

たゲルで，ヌクレオチドに依存した酵素，リポタンパク

質などの精製に用いられる．

クラミドモナスの水溶性タンパク質のDEAEクロマ

トグラフィーによる分離により，低塩濃度の溶出液に

FNRに富む画分が分離された（図5，レーン2～5）．こ

の画分には多くの水溶性タンパク質が含まれている．こ

の画分をToyopearl AF-Red-650を用いたアフィニ

ティークロマトグラフィーでさらにする例を示す（図

11）．

［実験方法］

１．1mlのAF-Red650ML（東ソー）をキャップのでき

る小型のカラム（例えばBio-Rad社製のポリプレップ

エンプティーカラム）に充塡する．

２．カラムを20mM Tricine-NaOH pH7.8で平衡化

する．

３．カラムに試料を添加し，キャップをし，液漏れしな

いようにパラフィルムを巻く．

４．カラムを４℃でゆっくり回転させながら一晩放置

し，FNRを吸着させる．

５．試料の吸着後，カラムをしばらく放置し担体を沈殿

させる．

６．非吸着試料を溶出させる．

７．4mlの20mM Tricine-NaOH pH7.8でカラムを

洗う．

８．4mlの20mM Tricine-NaOH pH7.8，0.1M KCl

で溶出し，1mlずつ分画する．

９．4mlの20mM Tricine-NaOH pH7.8，0.5M KCl

で溶出し，1mlずつ分画する．

10．20mM Tricine-NaOH pH7.8，1M KClでカラム

を洗浄し，再生する．

11．20mM Tricine-NaOH pH7.8，1M KCl，20％エ
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図11：色素結合型アフィニティークロマトグラフィーによ
るFNRの精製
緑藻クラミドモナスの水溶性タンパク質のうち，DEAEカラ
ムのFNRを含む画分（レーン2～5）を試料にした．カラムに
試料を吸着させ，0.1M KClを含む溶液で溶出させ４つに分
画し（レーン2-5），さらに0.5M KClを含む溶液で２つに分
画した（レーン6-7）．FNR抗体を用いたウェスタン分析は，
レーン3にFNRが溶出することを示す．



タノールに置き換え，４℃でカラムを保存する．

図11に分離した画分のタンパク質組成をSDS-

PAGEで，FNRの分離をウェスタン分析で解析した．本

吸着条件ではFNRは効率よくカラムに吸着した．0.1

M KCl存在下ではFNRは担体から遊離し，１カラム容

積の溶出後に検出される．0.5M KCl存在下では新たに

多数のタンパク質が溶出されるがFNRは検出されな

い．この方法によりFNRは純化されたと言えるが，この

アフィニティー担体と親和性をもつタンパク質は少なか

らず存在するため，FNRに富む画分にもまだ多くのタ

ンパク質が存在する．

6.f.7 おわりに

タンパク質の化学的および物理的性質の違いを利用し

て精製する様々なカラムクロマトグラフィーが開発され

てきた．タンパク質には共通の特性があるので，１回の

クロマトグラフィーにより目的のタンパク質を完全に純

化することは難しい．したがって，各クロマトグラフィー

の原理と特性を理解して，複数の精製操作を効率的に組

み合わせていかなければならない．目的のタンパク質の

精製にアフィニティークロマトグラフィーが利用できる

場合は，精製の最終段階に利用すると有効である．最近

では，様々な種類のタグを融合したタンパク質を発現さ

せる手法が開発され，極めて微量に発現するタンパク質

の精製も可能になった．タンパク質の質量分析技術の進

歩に伴い，カラムクロマトグラフィーによるタンパク質

精製手法はこの後もますます重要になると考えられる．

4072009 低 温 科 学 vol.67


