
巻頭言

! " #  地方私立大学における教育と研究について
桐野　豊

ミニ特集 脳における情報処理：時間構造の中に情報を埋め込む

! $ %  ミニ特集に寄せて
Foreword to a Mini-Assembly of “Temporal Structure and Dynamics of Neural Activity: How ! ey Relate to Information Processing in the 
Brain?”
谷藤　学  TANIFUJI, M.

! $ $  神経細胞の同期発火と行動：カエルの逃避行動に
網膜細胞の同期した周期発火が本質的な役割を果たす
Neuronal Synchronous Discharges and Behavior: Retinal Synchronous Discharges are Essential for Escape Behavior in Frogs
立花政夫  TACHIBANA, M.

視覚系において同期的・周期的スパイクが発生するが，その機能は不明であった．カエル網膜の神経節細胞群における同期し
た周期的スパイク発火を薬理学的に操作し，逃避行動との対応を検討した．その結果，網膜細胞の発火頻度ではなく，同期し
た周期的スパイク発火が逃避行動に必須な情報を符号化していることがわかった．

! & %  神経細胞の膜電位がもつ双安定性と状態遷移：
その仕組みと情報処理における役割
Bistability and State Transition in Membrane Potential of a Neuron: ! eir Functional Roles in Information Processing and Underlying Mechanisms
内田　豪  UCHIDA, G.

最近，一部の神経細胞において，膜電位が 2つの安定した状態（発火できる状態と発火できない状態）の間をゆらいでいるこ
とがわかった．脳内で情報が発火系列によって運ばれることを考えると，この状態間ゆらぎは重要である．本稿では状態間ゆ
らぎの機能と仕組みについて現状での理解をまとめ，将来の展望を議論する．

! & '  メモリーリプレイと記憶の固定化
Memory Replay and Memory Consolidation
龍野正実  TATSUNO, M.

記憶は脳の高次機能の基礎をなす重要な機能であり，その固定化メカニズムの解明は脳研究の重要課題の 1つである．近年，
覚醒時と類似の神経活動がその後の睡眠中に再生されるメモリーリプレイが注目を集めている．本総説では，海馬および皮質
におけるメモリーリプレイと記憶の固定化の関係について議論する．

! ( '  多義的知覚の心理物理計測から推測される離散的な脳内過程
Discrete Stochastic Process of the Brain Estimated by Psychophysical Measurement of Ambiguous Figure Perception
村田　勉  MURATA, T.

ネッカーの立方体などの多義図形知覚や両眼視野闘争といった現象では，意識される知覚像の自発的交替が起きる．これら多
義的知覚に共通な仕組みとして，脳の離散的確率過程（ポアソン過程）が重要な役割を果たしていることがわかった．この知
見に加え，多義的知覚と関連する脳部位に関する研究についても解説する．
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総説

! ' "  ダイニンの構造とモーター活性の解析
Structure and Mechanochemical Cycle of Dynein
昆　隆英  KON, T.

ダイニンは，微小管上を滑り運動することで細胞内物質輸送や鞭毛・繊毛運動の駆動力を供給する，AAA�型分子モーターで
ある．本稿では，ダイニンの運動メカニズムについて，構造および機能解析により得られた最新の知見を概説する．

総説

! # )  高分子物理化学における計算機シミュレーションの活用と
生体分子への展開
Computer Simulation in Polymer Physical Chemistry and Its Application to Biomolecules
玉井良則  TAMAI, Y.

高分子物理化学における計算機シミュレーションの活用について，結晶化，低分子との相互作用，および，水和現象に焦点を
あてて解説する．これらは，分子レベルの構造や相互作用がきわめて重要な役割を果たしており，全原子モデルによる研究が
適した系である．これら，高分子科学の分野で進められている研究は，視点を変えれば，生物物理の諸問題，たとえば神経変
性疾患の原因とされるタンパク質凝集体などの物理化学的な理解につながる．

談話室

! # (  高専型実践教育の可能性
Potentials of Practical Education in National Colleges of Technology
徳楽清孝  TOKURAKU, K.

談話室

" ) %  ケンブリッジ大学化学部門ドブソン研究室の紹介
My Postdoctoral Stay at Prof. Dobson’s Laboratory in Cambridge
廣田奈美  HIROTA, N.
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地方私立大学に 
おける教育と研究

について
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2007年 6月 16日，生物物理学会四国支部創立大会が徳島文理
大学香川キャンパス（さぬき市）で開催されました．大会には，
本誌編集委員長・次期会長の曽我部教授においで頂き，そのス
タートをご覧頂きました．そのご縁で巻頭言を書かせて頂くこと
となりましたが，これは一地方私立大学からのレポートです．
会員の多くは，地方の私立大学では設備は貧弱で，教育に忙し
く，研究はほとんどやれない（やっていない）のではないかと思
われるかもしれません．しかしながら，地方大学は，地域の知
的・文化的中核であり，地域の活力増大に寄与することが強く期
待されています．私が現在勤務している徳島文理大学は，徳島
キャンパス（徳島市，人口 27万人）に 6学部，香川キャンパス（さ
ぬき市，人口 5.7万人）に 3学部をもつ総合大学です．幸い，本
学は研究室スペースの広さや施設設備の充実度は日本の大学の
トップクラスであり，実際，科研費獲得額は中四国の私立大学で
トップです．大都市にはないきれいな空気と水，職住接近の環境
にも恵まれています．特に，香川キャンパスは「街のはずれの丘
の上の学校（19世紀後半，米国で理想とされた立地）」そのもの
です．香川薬学部は，19の講座（教授，准教授，助教＝ 1：1：2）
と 1つの寄付講座から構成されています．近くの香川大学医学部
と学術交流協定を締結，また，製薬企業とも連携して活発な研究
活動を展開しています．たまたま生物物理学と神経科学分野の教
員が多く，大学附属の神経科学研究所にも現時点で総勢 15名が属
しています．若手会員の皆さん，キャリアパスの 1つとして，こ
のような大学である期間過ごしてみることを考えてみませんか．
2年後には四国支部が担当して年会を徳島市で開催する予定です．
年会参加の際には，本学の両キャンパスをもぜひご覧下さい．
ところで，最近経済界等から大学は競争せよと言われていま
す．研究の競争はともあれ，教育の競争とはどういうことを意味
するのでしょうか？

たとえば，物理化学担当の教員が最も力を注いでいることは，
「エントロピーとは何か？」　「分子の世界でエネルギーがとびと
びの値をとるとはどういうことか？」を学生に理解させる過程
で，学生がどこで引っかかっているのか，対話を通じて発見し，
さらに適切な説明を行う，といったことでしょう．このような教
育に熱心な教師がいる大学はよい大学と評価されるでしょうか？ 
さらには，よい評価を得た大学が勝つような競争原理が働くで
しょうか？　現在の競争は，多数の学生を入学させて経営基盤を
強くすることに成功した大学を勝者とするものです．成功の最も
大きい要因は，大学の立地（大都市か地方か），入学生の偏差値，
卒業生の就職先等であり，優れた教員の努力が反映される余地は
きわめて限られています．日本の大学を本当によくするために
は，よい教育の「よい指標」と教育の「正しい競争ルール」を打
ち立てる必要があると感じる毎日です．

桐野　豊，Yutaka Kirino
徳島文理大学学長・香川薬学部教授・神経科学研究所教授
生物物理学会四国支部長，東京大学名誉教授
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脳は外界や身体の状態に関する情報（感覚情報）か
ら必要なものを選択し，それをもとに行動を計画し，
運動系に対して実行を指令する．いわば，感覚入力
から運動情報への変換を行う多段の情報処理装置で
ある．しかし，私たちの脳の働きは，「刺激―応答」の
単純な連鎖だけでは説明できない．たとえば，この
単純な枠組みで，1つの状態にとどまることのない私
たちの意識や思考を説明できるとは思えない．脳の
状態の時々刻々の変化，すなわち，神経活動のダイ
ナミクスを考慮する必要がある．また，脳の活動状
態はいろいろあって，それらの間を遷移するといい
換えれば，物理学の問題としても面白い．そういう
わけで神経活動のダイナミクスと情報表現の関係に
ついて考えてみたいのである．このミニ特集では，
それを考える手がかりになるような神経科学の研究
やそのレビューを 4つ選んで特集する．なお，紙面の
都合上取り上げることはできなかったが，物理学か
ら見た脳における状態と遷移の問題についてはよい
総説 1)があるのであわせて参照されたい．それぞれ
のトピックに入る前に，それぞれをどういう意図で
取り上げたか少し解説しておこう．

1．神経細胞の同期発火と行動：カエルの逃避行動に
網膜細胞の同期した周期発火が本質的な役割を果たす
（p. 355）
神経活動のダイナミクスという言葉から，神経細胞
の同期発火現象を思い浮かべる人も多いに違いない．
これまで同期発火に関しては多くの研究があるが，そ
れが実際に機能的な役割をもっているかということに
ついては議論がある．同期発火が脳における情報処理

に本質的であるというためには，同期発火を観測する
だけではだめで，同期発火を生成するメカニズムと下
流にある細胞や最終的なアウトプットである行動に同
期発火がどのような効果を及ぼすかまでを明らかにし
なければならない．しかし，多くの場合，同期発火の
観測はあっても，生成メカニズムとその効果については
推測以上のものがなく，そのことが議論を引き起こす原
因となっている．本特集では，カエルの逃避行動という
系でこの 3つの要素をきちんと扱った研究を取り上げ
た．

2．神経細胞の膜電位がもつ双安定性と状態遷移：その
仕組みと情報処理における役割（p. 362）
生きている動物（哺乳類）から単一細胞の膜電位を
直接計測するという難しい実験が可能になって，静止
状態にある細胞の膜電位がアップとダウンの 2つの安
定した状態をとることがだんだんわかってきた．アッ
プは細胞が発火しやすい状態（脱分極電位で安定）で，
ダウンは細胞が発火しにくい状態（過分極電位で安
定）である．細胞レベルで起こるこの 2つの状態の間
のゆらぎは，情報表現と何か関係しているのだろう
か？　私たちの認知的な行動には 1つの安定な状態か
ら別の安定な状態に遷移しているように見えるものが
ある．たとえば，1つのところに向けられた「注意」
はしばらくそこにあって，突然，別のところに移る．
もし細胞レベルのアップとダウンの状態間ゆらぎがこ
のような行動レベルの状態遷移と関連しているとした
らたいへん面白い．残念ながらその証拠は今のところ
なく，その生理学的な意味についてもまださまざまな
議論がある．この新しいタイプの神経活動のダイナミ

生物物理 47（6），352-354（2007）

ミニ特集に寄せて
谷藤　学　理化学研究所脳科学研究センター

Foreword to a Mini-Assembly of “Temporal Structure and Dynamics of Neural Activity: How $ey Relate to Information Processing in the Brain?”
Manabu TANIFUJI
RIKEN Brain Science Institute
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クスについて何がどう問題になっているのか知ってお
く価値があると考えて取り上げた．

3．メモリーリプレイと記憶の固定化（p. 368）
記憶はいうまでもなく脳の重要な機能の 1つであ
る．その記憶をしっかり定着させるためには，行動中
に海馬のシナプスレベルで起こる可塑的な変化だけで

は不十分で，睡眠中に連合皮質にその記憶を定着させ
るプロセスが必要であると考えられている．さて，記
憶される情報は，多くの場合，いくつかのイベントが
時間的に並んだひとつながりのエピソードになってい
ることが多い．このような時間構造をもつエピソード
を定着させるためのメカニズムとして，メモリーリプ
レイという考え方がある．まず，一連の行動を行って
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いるときには，その行動の要素の順番にしたがって，
海馬においてそれぞれの要素に関連する一連の神経細
胞が順に活動し，その順番にしたがってシナプスの強
化が起こる．次に，睡眠中自発的にこれらの神経細胞
が活動すると，強化された順にしたがって，順番に神
経細胞が活動するだろう．この一連の神経細胞の活動
（メモリーリプレイ）が皮質連合野への指令となって，
皮質連合野の可塑性を引き起こす．この仮説に対し
て，多くの研究者が挑戦しているが，まだ，確証を得
るにはいたっていない．1つの難しさは，睡眠中に観
測されるリプレイが偶然的に生じたものではなく，確
かにリプレイであると確信することであろう．手がか
りは，活動の順番が行動中に起こる活動の順番と一致
しているということしかなく，また，睡眠中の自発的
な活動のすべてが着目しているエピソードのリプレイ
ではないからである．いわば稀現象の観測なのであ
る．神経活動のダイナミクスが脳の機能とかかわる 1
つのあり方として，この問題がどこまで明らかになっ
たのか取り上げてみたいと考えた．

4．多義的知覚の心理物理計測から推測される離散的な
脳内過程（p. 378）
さて最後は「意識」の問題である．客観的に計測す
ることができないのでその脳内機構を解明することは
一般的には難しいが，1つの切り口として着目されて
いるのが視覚的意識の問題である．この視覚的意識の
意味は本論文に譲るとして，興味深いのは，この視覚
的意識の研究においては意識の時間的なゆらぎを定量
的に計測できることである．視覚的意識のゆらぎのダ
イナミクスの定量的な解析からどこまで，その脳内メ
カニズムに迫れるだろうか？

以上がこの特集を企画した意図である．はじめに述
べたように，4つのトピックは必ずしもリンクされて
はいない．むしろこの特集を通して，生物物理の読者
に，神経活動の時間構造と情報表現を考える一助にし
てほしいと考えている．そのために，執筆はそれぞれ
のトピックに直接かかわっている優れた研究者にお願
いした．しっかりとした議論が展開されているので役
に立つものと思う．忙しい中，無理をいって執筆をお
願いした著者の皆様にはこの場を借りて特にお礼を申
し上げます．

文　献
 1) 大沢文夫 (2001) 自主，自発と個体差，「複雑系のバイオ
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処理，そして，物体像の認識にいたる過程を研究
している．よい研究にはよい計測法が必要だと
思っているので，脳表面の活動の空間パターンを
捉えるための内因性信号のイメージング法，空間
ばかりでなく時間パターンを計測できる高密度電
極アレイ，脳表面の下にあって隠れた機能構造を
捉える技術である機能的オプティカル・コヒーレ
ンス・トモグラフィなどの技術を必要に応じて開
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てくる注意の機構や意識にも関心をもっている．
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 脳活動のダイナミクスの研究においては，自己
相関関数（自己コレログラム），相互相関関数（相
互コレログラム）を使った解析がよく用いられる．
数学的に厳密なことは脇において，簡単な解説を
しておこう．

 図は，ある細胞の発火系列についてビンサイズ
を適当に設定し，それぞれのビンのスパイク数を
縦軸にプロットしたものである．ここでは，もと
の発火系列をこのように変換したものを改めて時
系列とよぶことにする．横軸は時間である．bや
cにあるように aの時系列を左に tだけシフトさ
せて，aの各点（ビン）についてその真下にある
bの対応する点（ビン）をかけて，その結果をす
べての点（ビン）について足し合わせる．得られ
た値は元の時系列（a）とずらした時系列（b）の
類似度の指標を与えてくれる．自己相関関数は，
この値を時間ずれ（t）に対してプロットしたも
のである（d）．時間ずれのない（t  0）のとき，
まったく同一の波形であるから，自己相関関数の
値は最大になる．一般には時間ずれが大きいほど，
すらした波形はもとの波形と違ってくるので，相
関関数の値は，原点（t  0）から離れるほど減
少する．しかし，aの例のようにもとの時系列に
周期性があると，時間ずれがその周期と一致する
ところ（c）でもとの時系列（a）とずらした波形
は再び似てくる（矢印）ので，自己相関関数の値
は再び大きくなる（d）．すなわち，自己相関関数
に周期的なピークが現れることはこの時系列に周
期性があることを示している．また，そのピーク
の高さによって周期性の強さが定量的に評価でき
る．元波形に周期的ではない成分が乗っていて，
周期性が眼で見て断定できない場合，このような
定量化は特に有用だ．

 相互相関関数は，bの代わりに別の細胞の時系
列をとったものである．相互相関関数は 2つの時
系列の間の類似度を表している．相互相関関数の
値が高い値を示すということは 2つの時系列の挙
動が似ている（一方が大きな（小さな）値をとれ
ば他方も大きな（小さな）値をとる）ということ
だから，いい換えれば，2つの細胞の発火が同期
していることを示している．すなわち，相互相関
関数は 2つの時系列の間の同期の強さの指標を与
えてくれる．特に，2つの時系列が aに示すよう
な周期的な構造をもっていれば，相互相関関数の
波のピークの高さが，2つの波形が同期して，周
期的にゆらいでいるかどうかについての定量的な
指標を与える．また，相互相関関数のプラス側と
マイナス側の形の違いから，それぞれの時系列の
背景にあるイベントのどちらが先行して起こるか
を推測することもできる（テンポラルバイアス）．
 さて，2つの細胞（たとえば，細胞 1と細胞 2）
の活動の同期性を評価するために，しばしば刺激
の提示によって引き起こされる応答の時系列につ
いて相互相関関数を計算することがある．この場
合，刺激が 2つの細胞に対して同じタイミングで
与えられるので，相互相関関数（生の相関関数）
によって得られた同期の強さは，それぞれの細胞
の活動が刺激に対して同期していることを間接的
に反映した結果にすぎないかもしれない．そこで，
この可能性を排除するために，シャッフリングと
いうコントロールの計算がよく用いられる．ある
試行における細胞 1の時系列と別の試行における
細胞 2の時系列の間で相互相関関数を計算するの
である．この場合，細胞 1と細胞 2の時系列は異
なる試行からとっているので細胞間の活動の相関
はない．刺激に対してそれぞれの細胞の活動が同
期していることにより生じる擬似的な相関だけが
相互相関関数に表れる．生の相関関数の値が試行
をシャッフリングしたときの相関関数の値より大
きくなれば，そのときはじめて細胞同士の活動が
相関して起こるということを結論できる．また，
あらかじめ生の相関関数からシャッフリングした
ときの相関関数を差し引いたものを細胞間の時系
列の相互相関関数とよぶこともある．

用
語
解
説
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1. スパイク発火と情報の符号化

感覚系の受容器は，与えられた刺激の時空間的パ
ターンや強度に応じてアナログ的な緩電位応答を発生
する．この緩電位応答は受容器自身またはシナプス後
細胞によってスパイク列に変換され，高次中枢に伝え
られる．高次中枢では，このスパイク列に基づいて感
覚情報を復元し，外界の知覚や認知を行っていると考
えられる．
受容器に同一の刺激（たとえば Fig. 1a）を提示して
も，高次中枢に伝導してくるスパイクは，その発火の
タイミングや頻度が試行ごとに微妙に揺らぐ（Fig. 
1b）．デジタル処理を行うコンピューターにとっては
パルスのタイミングがたとえばマイクロ秒オーダーで
（＞クロック周波数の逆数）揺らぐだけで致命的な欠
陥となるが，あいまいさが特徴である生物にとっては
スパイク発火のタイミングがたかだかミリ秒オーダー
で揺らいでも許容できるだろう，という考え方もあり
うる．
感覚系でしばしば行われる実験を思い起こしてみよ
う．感覚器に刺激を数十試行繰り返し与え，この感覚
系に属する 1個の神経細胞からスパイク発火を記録す
る．このような応答を解析する場合，まず，各試行に
おけるスパイク発火列を刺激開始時刻に揃え，任意に
設定したビン（bin）幅あたりのスパイク数について

ヒストグラム（peri-stimulus time histogram: PSTH）を
作成する（Fig. 1c，ビン幅は 50 ms）．この PSTHに基
づいてスパイク発火頻度（binあたりの発火数）の変
化を検討し，記録した神経細胞がどのような特徴抽出
を行っていたかを推定する．この解析方法は，最適刺
激を同定する上でとても有効である 1)．また，刺激の
あるパラメーター（たとえば，強度や速度）を変化さ
せたときにスパイクの発火頻度が正の相関をもって変
化した場合，スパイクの発火頻度によってそのパラ
メーターに関する情報が符号化されているのだろうと
推測することができる．しかし，スパイク発火のタイ
ミングは試行ごとに揺らぐので，刺激後の特定時刻に
発生するスパイクの重要性や，周期的なスパイク発火
の存在などを PSTHだけから読み取ることは難しい．
また，このような実験の背後には，100回の繰り返し
刺激を与えて 1個の神経細胞から記録することは，1
回の刺激を与えて100個の（同じサブタイプに属する）
神経細胞から同時記録をすることと等価である，とい
う考え方が潜んでいる．
情報の符号化にスパイクの発火頻度のみが使われて
いるという保証はない．発火頻度に基づいて情報を統
合する場合，比較的長い時間窓を設けて，その期間内
に入力されたスパイク数を計測する必要があり，出力
までに時間がかかるという問題もある 1)．スパイクの
発火頻度以外にも，一定のリズムでスパイクを発生す

生物物理 47（6），355-361（2007）

神経細胞の同期発火と行動：
カエルの逃避行動に網膜細胞の同期した周期発火が 
本質的な役割を果たす
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Neuronal Synchronous Discharges and Behavior: Retinal Synchronous Discharges are Essential for Escape Behavior in Frogs
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Oscillatory synchronized activities are generated among visual neurons in a manner that depends on certain key features of light stimula-
tion. Although these activities are assumed to play an important role in perceptual integration, their functional significance has yet to be 
elucidated. We performed behavioral tests and multi-electrode recordings from retinas isolated from the frog. Pharmacological manipula-
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ること（周期的スパイク発火）で情報を送ることもで
きるし，複数の神経細胞が同時にスパイクを発生する
こと（同期的スパイク発火）で情報を送ることもでき
る．さらに，多数の神経細胞がある特定の順序でスパ
イク発火したり，1個あるいは少数の神経細胞が 1発
から数発のスパイクを発生したりすることによって，
特定の情報を表現している可能性も考えられる．

2. 網膜細胞の同期した周期的発火

視覚系では網膜レベルから機能分化があり，また，
視覚皮質の領野によって処理される属性（色，形，奥
行き，動き，肌理など）が異なる，と報告されてい
る 2)．近年，視覚皮質の同一領野，あるいは，異なる
領野にある神経細胞が，時間的に相関をもったスパイ
クを発生すること（同期的・周期的スパイク発火）が
見いだされた 3)．このようなスパイク発火が各視覚領
野で処理された情報を統合するのに役立っているので
はないか，との仮説も提案されている．これまでに時
間的に相関をもったスパイク発火の出現と知覚との相
関を示したデータは数多く報告されてきた．しかしな
がら，このようなスパイク発火と知覚あるいは行動と
の因果関係を示すような実験的な証拠は欠如してお

り，時間的に相関をもったスパイク発火の機能的意義
は明らかではなかった．

2.1　実験手法
そこで，私たちはまず，複数の神経細胞から応答を
同時記録し，単一の神経細胞からでは得られないよう
な情報が含まれているか否かを検討した 4)．実験に用
いたのはカエルの眼球から剥離した網膜標本である．
網膜は，層構造をした厚さ 0.2 mm程度のシート状の
中枢神経組織である．光を受容する視細胞が網膜の遠
位層に，網膜出力細胞の神経節細胞が網膜の近位層
に，介在神経細胞がその中間層に，それぞれ整然と配
列されている．したがって，剥離した網膜標本に光と
いう自然刺激を与えて，その応答を各網膜細胞から記
録することができる．視細胞の光応答は，介在細胞の
双極細胞によって神経節細胞に伝えられる 5)．視細胞
から双極細胞，双極細胞から神経節細胞へのシナプス
伝達は，それぞれ，水平細胞とアマクリン細胞によっ
て調節される．光刺激に対して，視細胞・水平細胞・
双極細胞は緩電位応答を発生するが，アマクリン細胞
や神経節細胞はスパイク応答を発生する．そこで，平
面型マルチ電極の上に，神経節細胞層側が下になるよ
うに網膜標本を置くことによって，神経節細胞群から

Fig. 1  
Analyses of spike discharges. Light intensity (2800 m in diameter) was sinusoidally modulated at 0.25 Hz (a). Raster plot (b), PSTH (50-ms bin) (c), 
ISI plot (d), auto-correlogram (e), sliding-window auto-correlogram (f), and ISI-time plot (g).
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のスパイク発火を記録することができる（Fig. 2）．光
刺激には，コンピューター制御したモニター画面上の
光パターンをレンズ系で網膜に縮小投影したものを用
いた．
網膜のあちこちに小さな光刺激を提示したときに，
記録している神経細胞が応答する領域を“古典的”受
容野であると定義する 6)．カエル網膜の神経節細胞
は，受容野の性質から，エッジ検出器・凸型運動検
出器・影の変化検出器・ディミング検出器に分類さ
れる 7)．前 3者は，受容野内でエッジやスポット光を
点滅させたり動かしたりするとスパイクを発生する
が，網膜全体を覆うような一様な光刺激に対しては
数発のスパイクを一過性に発生するか，あるいは，
まったく応答しない．一方，ディミング検出器は，
受容野内あるいは網膜全体を照明する光強度を減少
させるとスパイクを持続的に発生する．したがって，
網膜全体の照明光を弱くしたときにスパイクを持続
的に発生する神経節細胞を容易にディミング検出器
であると同定することができる．また，ディミング
検出器は暗くなると持続的にスパイクを発生するの
で多数のスパイク発火を記録することができ，スパ
イク列の性質を調べるのに都合がよい．そこで，マ
ルチ電極を使って複数のディミング検出器からスパ
イクを同時記録して解析した．

2.2　解析
網膜全面を一様に照明する光強度を正弦波状に変化
させて（Fig. 1a），単一のディミング検出器からスパ
イク発火を記録し，スパイク列から PSTH（binの幅
は 50 ms，30試行分のデータ）を作成した（Fig. 1b, c）．
光強度の減弱相でスパイク発火頻度が増加した．スパ
イク列の時間的特性を調べるために，スパイク間間隔
（inter-spike interval: ISI）のヒストグラムを作成すると，
約 30-35 msごとにピークが認められた（Fig. 1d）．全

試行分のスパイク列から自己コレログラム（auto-corre-
logram：記録されたスパイクの発生時刻を a, b, c, d, e, f,
…とすると，まずスパイク aに着目して，たとえば
 200 msの間に発生したスパイクとの間隔 (a-a)  0, 
(b-a), (c-a), (d-a)を測定し，次にスパイク bに着目し
て (a-b), (b-b)  0, (c-b), (d-e), (f-b)を測定する．こ
の操作を c, d, e, f,…について繰り返し，時間差（time 
shift）を横軸に，イベント数（number of coincidences）
を縦軸にプロットしたヒストグラム）を求めると，周
期的にスパイクが発生している（time 0を中心に一定
間隔でピークが認められる）ことがわかった（Fig. 
1e）．周期的発火の周波数を調べるためにパワースペ
クトルを算出すると，30-40 Hzの 帯域に鋭いピーク
が出現した．どの時点から周期的なスパイク発火が生
じているかを調べるために，各試行について時間窓
（この例では 320 ms）を設けて自己コレログラムを求
めてから全試行分の自己コレログラムを加算したもの
を作成し，その時間窓を一定間隔（この例では 20 ms）
で移動させながら同様な手続きを繰り返すことによっ
て移動窓自己コレログラムを求めた（Fig. 1f）．周期
的スパイク発火が生じると自己コレログラムに山と谷
が現れるので，移動窓自己コレログラムでは時間軸に
沿って縞模様が出現する．また，連続する 2発のスパ
イクの ISIを 2発目のスパイクの発生時刻に対してプ
ロットすることによって，どの時点から周期的にスパ
イクが発生したかを調べることができる（Fig. 1g）．
いずれの解析方法からも，光強度が減弱し始めると，
まずバースト発火が生じ，それに引き続いて周期的ス
パイク発火が生じたことがわかる．

Fig. 2  
Multi-electrode recording system and light stimulation.

Fig. 3  
Receptive field defined by discharge rate and oscillation index. Defi-
nition of oscillation index (a) and synchronization index (b). Relations 
between spot size and spike number (c) and between spot size and 
oscillation index (d).
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光強度を正弦波変調したスポット光の面積効果を調
べた 4)．スパイク発火頻度を指標にすると，オフ持続
性応答を示す受容野の直径は約 1.2 mmに及んでいた
（Fig. 3c）．ところが，周期的発火強度を指標にすると
（Fig. 3a），“古典的”受容野よりもはるかに広い領域
からの影響をうけていることがわかった（Fig. 3d）．
したがって，ディミング検出器では，スパイクの発火
数で定義される“古典的”受容野と周期的発火強度で
定義される受容野とは異なっていること，前者に比べ
て後者のほうがはるかに広い領域をもっていることが
明らかになった．
マルチ電極法は複数の神経細胞から同時記録できる
という特長をもつ．そこで，1枚の網膜から記録でき
たディミング検出器群のペアからスパイク発火の相互
コレログラム（cross-correlogram）を計算した（Fig. 
4a-f）4)．自己コレログラムで明らかになった各ディミ
ング検出器の周期的スパイク発火は，同期していた．
ディミング検出器間の距離に対して同期的発火強度
（Fig. 3b）をプロットすると，距離の増加に伴い同期
的発火強度は緩やかに減少した（Fig. 4g●）．一方，周
期的発火強度は距離にかかわらずほぼ一定であった
（Fig. 4h●）．ここで，GABAA受容体の阻害剤であるビ

ククリン（bicuculline）を網膜に投与すると，周期的
スパイク発火が消失した（Fig. 4i）．このとき，同期
的発火強度は距離と共に急速に減衰した（Fig. 4g▲ ,△）．
したがって，周期的スパイクの発生が同期的スパイク
の生成を促進していると考えられる．また，2個の
ディミング検出器の古典的受容野をそれぞれ覆うよう
な刺激を提示し，その光強度を同位相で正弦波状に変
化させたところ，各ディミング検出器のスパイクは相
関をもたずにランダムに発生した（Fig. 4j）．しかし，
全面照射光に切り替えると両ディミング検出器は同期
した周期的スパイクを発生した（Fig. 4k）．つまり，
複数のディミング検出器は，「複数の小さな黒点」に
よって刺激されているのか，あるいは，「1つの大き
な影」によって刺激されているのかを，同期した周期
的スパイク発火の有無で符号化できることを示唆して
いる．

3. 逃避行動と同期した周期発火

カエル網膜のディミング検出器は受容野内に大きな
影が入ってきたときに応答する神経細胞であることか
ら，逃避行動との関係が示唆されている 8)．カエルに

Fig. 4  
Cross-correlation analyses. Classical receptive-field maps of dimming detectors in a frog retina (a, d), raw cross-correlograms (b, e), and shift pre-
dictors (c, f). Relations between cell-to-cell distance and synchronization index (g) and between cell-to-cell distance and oscillation index (h). Before 
(●) and after (▲,△) application of bicuculline. Effects of bicuculline on cross-correlogram obtained from near-cell pair (left) and far-cell pair (right) 
(i). Cross-correlogram obtained under different light patterns (j, k).
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とって，「1つの大きな影」なのか「複数の小さな黒
点」なのかを弁別することは，生きていくうえで非常
に重要な意味をもっている．大きな捕食動物が近づい
てきたときには逃げなければならないが，ハエの群に
対しては舌を伸ばして捕食すればよい．もし 1つなが
りの大きな影であることをディミング検出器の同期し
た周期的スパイク発火によって符号化しているのな
ら，同期した周期的スパイク発火は逃避行動の誘発に
重要な役割を果たしていることが予測される．
そこでまず，コンピューターディスプレイ（LCD）
上にさまざまな光パターン刺激を提示して，カエルに
逃避行動が誘発されるか否かを検討した（Fig. 5a）9)．
ディスプレイ上で黒いスポットを拡大させると，最終
スポットサイズが大きくなるほど高い確率で逃避行動
を誘発した．ディミング検出器以外の網膜神経節細胞
は受容野内に入ってきたエッジに応答するので，これ
らの神経節細胞が逃避行動に関与している可能性があ
る．そこで，黒リングが拡大する刺激を提示してこれ
らの神経節細胞を興奮させたが，逃避行動は誘発され
なかった．一方，輪郭をぼかした黒スポットを拡大さ
せると逃避行動は誘発された．したがって，刺激の
エッジ自体は逃避行動の誘発には必須ではないと考え
られる．なお，カエルは白スポットの拡大刺激にまっ
たく反応しなかった．
行動実験に使用したのと同じ黒スポットの拡大刺激
を剥離網膜標本に与え，ディミング検出器の応答をマ
ルチ電極で記録し解析した結果，逃避率とディミング
検出器の同期的・周期的スパイク発火との間には高い

正の相関が認められた（Fig. 5b）．
両者の関連を調べるために行動薬理学的実験を行っ
た．ディミング検出器の同期した周期的スパイク発火
を阻害するビククリン（GABAA受容体阻害剤）を麻
酔したカエルの眼球に注入した（Fig. 6a）．麻酔が覚
めてから，拡大する黒スポットに対する逃避行動を調
べると，ビククリン投与前には逃避行動を引き起こし
た刺激に対してまったく反応しなくなった（Fig. 6b）．
次の日になると，眼球に投与したビククリンの効果は
消失し，逃避行動の生起確率は薬物投与前のレベルに

Fig. 5  
Escape behavior and retinal oscillations. Spot diameter was increased from 0 to a fixed value (abscissa). Escape rate was defined as the number of 
escape per trials (ordinate) (a). Auto-correlograms (top) and power spectra (bottom) (b).

Fig. 6  
Effects of GABA receptor blockers on escape behavior. Either blocker 
was injected into the eye under anesthesia (a). After recovery from 
anesthesia, behavioral tests were performed. Effects of bicuculline (b) 
and TPMPA (c). **P  0.01. Data points (mean  s.e.m.) were fitted to 
the Weibull function.
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回復した．一方，TPMPA（GABAC受容体阻害剤）を
眼球に注入すると，カエルは注入前（Fig. 6c○）には
反応しなかったわずかな黒スポットの拡大に対して逃
避行動をおこすようになった（■）．
ビククリンと TPMPAは逃避行動に対してまったく
逆の作用を引き起こした．そこで，ディミング検出器
のスパイク発火パラメーターとの関連を剥離網膜標本
にマルチ電極法を適用して検討した 9)．拡大する黒ス
ポット刺激に対する応答を 7個のディミング検出器か
ら同時記録し，PSTHを作成した（Fig. 7）．コント
ロール条件下でもビククリン投与下でも，PSTHの形
は一見差がないように思われた．しかし，ビククリン
によって網膜内の抑制回路を抑制したため，7個の

ディミング検出器から記録された総スパイク数
（#Spike）や複数のディミング検出器が 2 ms以内に発
火する同期イベント数（#Sync）は増加していた（Fig. 
8a）．一方，7個のディミング検出器のスパイク列を
重ねて集合スパイク列を作成し，自己コレログラムを
計算すると，コントロール条件下では明らかに周期的
発火（Osci）が認められたが，ビククリン投与下では
周期的発火が消失していた．また，同期イベントに関
して自己コレログラムを計算すると（OS），ビククリ
ン投与下では周期性が失われていることがわかった．
一方，TPMPAの効果を同様に検討したところ，総ス
パイク数（#Spike）と同期イベント数（#Sync）のみな
らず，集合スパイク発火の周期的発火強度（Osci）も
同期イベントの周期的発火強度（OS）も増加したこ
とが明らかとなった（Fig. 8b）．

2種類の GABA受容体阻害剤に対するディミング検
出器群のスパイク発火パターンの変化と逃避行動への
影響から，個々のディミング検出器のスパイク発火頻
度やディミング検出器群の時間的にランダムな同期イ
ベントではなく，ディミング検出器群の同期した周期
的スパイク発火が逃避行動を誘発する情報を符号化し
ていると結論した．
現在，網膜で同期した周期的スパイクが生成される
機構 10)，および，視覚中枢でのデコーディング機構
について解析している．哺乳類でも網膜神経節細胞が
周期的なスパイクを発生することが報告されているの
で 11)，同期した周期的スパイクによる情報の符号化

Fig. 7  
Spike discharges simultaneously recorded from multiple dimming detectors. Raster plots and PSTHs before and during application of bicuculline.

Fig. 8  
Effects of GABA receptor blockers on various parameters of spike 
discharges. Effects of bicuculline (a) and TPMPA (b). **P  0.01, 
*P  0.05.
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が行われている可能性がある．視覚中枢における同期
的・周期的スパイク発火の機能に関しては慎重な検討
が必要であろう．
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PriA
 分子である DNAは環境との相互作用によって変
化してしまうことがある．例えば，紫外線は DNA
を切断することがあるので大敵である．DNAの複
製の際に鋳型となる DNAに切れ目が入っている
と，間違って複製しないように複製装置が停止し
DNAから解離してしまうことがある．複製を再開
するためには DNAの切れ目を直して，複製装置を
DNAに乗せてやらなければならない．
 ここにあげたリボンモデルは，複製再出発の第
1歩を担う PriAタンパク質の N末端側ドメインで
ある．ここでは，最 N末端の ストランドをドメ
イン間で交換して 2量体を形成しているが，大腸
菌では PriAは単量体で働く．ストランドの交換
は，ドメインが結晶を構成する際の事故．生体中
での姿は，最 N末端の ストランドを入れかえた
単量体を想像するほうがよい．5本の ストラン
ドがシートを形成し，2本の へリックスがわき
にひかえているこの構造は，今までには知られて
いない新しい立体構造である．DNAの複製停止は
4種類のうちいかなる塩基でも起こりえるので，
PriAは特定の塩基を認識しないはずである．特定
の塩基を認識しないで DNAと相互作用する場合
は，DNAの塩基部分とタンパク質の間に強い相互
作用がないと予想するのが一般的である．しかし，
PriAは複製途中のリーディング鎖 3’末端に相当す
る主鎖部分および塩基部分（空間充填モデル）と
特異的な相互作用をしている．主鎖 3’末端を特 
異的に認識するのは都合がよい．細胞中で 3’末 

端が露出することはまれだからである．しかし塩
基との特異的な相互作用は困る．どうやら塩基と
相互作用するアミノ酸残基が，4種類の塩基に対
してそれぞれ異なる“特異性”を示すことで，ど
のような 3’末端の塩基とも相互作用するらしい．
この可塑性が，この立体構造からくり出される瞬
間を見てみたい（PDB1) ID: 2dwn2)）．
 1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H. 

(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
 2) Sasaki, K., Ose, T., Okamoto, N., Maenaka, K., 

Tanaka, T., Masai, H., Saito, M., Shirai, T. and 
Kohda, D. (2007) EMBO J. 26, 2584-2593.

(J. K.)
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1. はじめに

脳は多数の神経細胞からなる複雑なネットワーク
でできており，1つの神経細胞からの信号は軸索とよ
ばれる長い神経線維を通って次の細胞へと伝えられ
る．この信号の実体は細胞の膜電位の変動であるが，
長い軸索を減衰することなく伝わる変動は，パルス
状の膜電位変化である活動電位だけである．した
がって，脳における情報処理を理解するためには活
動電位の時系列（発火系列）の性質を調べることが不
可欠である．一般に神経細胞は規則的に活動電位を
発生する（発火する）のではなく，発火のタイミング
はゆらいでいることが多い．このことから，発火系
列の性質を記述するためには確率過程論が有効であ
る．実際の細胞の発火系列は，完全にランダムでポ
ワソン過程を用いてよく近似できるものから，より
不規則性の少ないものまでさまざまである．多くの
場合，情報は発火系列の平均発火頻度の時間的な変
化によって運ばれていると考えられているが，それ
に加えて発火のタイミングも情報伝達において重要
であるという説もある．
さて，神経細胞の発火は，分極している膜電位が別
の細胞の発火による入力を受けて脱分極し，ある閾値
を超えると起こる．したがって，平均発火頻度の変化
は膜電位変化のダイナミクスと密接な関係をもってい

る．そして，一般に膜電位は入力となる発火系列の平
均発火頻度の変化などに応じて比較的連続に変化して
いると捉えられることが多い．しかし，ここ十数年来
膜電位変化にさらに興味深いダイナミクスがあること
がわかってきた．それが，ここで取り上げる膜電位の
状態間ゆらぎである（Fig. 1）．
状態間ゆらぎは神経細胞の膜電位が 2つの安定した
状態の間をゆらぐ現象で，さまざまな動物のさまざ
まな脳の部位で観測されている．一般に，2つの状態
のうち，より分極した状態をダウン状態，もう 1つの
状態をアップ状態とよぶ．状態間ゆらぎのダイナミ
クスは動物の種類，部位，動物の状態（麻酔下，自然
な睡眠状態，覚醒状態），刺激の有無によってさまざ
まである．たとえばそれぞれの状態の平均持続時間
は，条件によって数十 msから数 sまでの幅がある．
また，周期性についても，数 Hz以下の周期のまわり
をゆらいでいる場合もあれば，特徴的な周期をもた
ない場合もある．しかし，いずれの場合にも共通し
た重要な性質として，細胞はアップ状態ではよく発
火するが，ダウン状態ではまったく発火しないか，
きわめて低い頻度でしか発火しないということがあ
る．このことは，状態間ゆらぎが脳内の情報処理に
大きな影響を与えうることを意味する．以下に記述
するように，状態間ゆらぎの機能はまだ十分理解さ
れているとはいい難いが，考えられる機能には興味

生物物理 47（6），362-367（2007）

神経細胞の膜電位がもつ双安定性と状態遷移： 
その仕組みと情報処理における役割
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Many studies reported that membrane potential of a neuron fluctuates between two stable states (depolarized ‘up’ state and hyperpolar-
ized ‘down’ state). A neuron fires at the up state but rarely fires at the down state. !us, the two states fluctuation is likely to influence in-
formation processing in the brain, because spike activity of a neuron conveys information in the brain. In this review, I will discuss possi-
ble functional roles and underlying mechanisms of the two states fluctuation.
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深いものが多い．
本稿では，状態間ゆらぎの機能と発生の仕組みに
ついて現在までに明らかになっていることをまとめ
る．状態間ゆらぎの研究はさまざまな動物で行われ
ている．最も興味深いのはヒトと同じ霊長類である
サルであるが，サルとそれ以外の動物とでは事情が
大きく異なる．状態間ゆらぎを直接計測するために
は，膜電位を直接計測する必要がある．一般に個々
の細胞の膜電位を直接計測するためには，細胞内電
気記録を行う必要があるが，これを in vivo（生体内）
で行うことは基本的に難しい．したがって，実験に
多くの手間を要する高等動物になるほど，その成功
例は少なくなる．現在のところ，サル以外の動物
（ラット，ネコなど）では困難を伴うものの in vivoで
の細胞内電気記録で膜電位の状態間ゆらぎを直接計
測した研究がいくつかある．一方，サルでは著者の
知る限り in vivoでの細胞内電気記録の成功例はなく，
より簡単な方法である細胞外電気記録（膜電位は計測
できないが発火活動は記録可能）で記録された発火活
動から数理モデルを通して状態間ゆらぎの存在を明
らかにするというのが唯一の有効な方法である．そ
こで，本稿では状態間ゆらぎに関する研究をサル以
外の動物とサルとに分けてまとめた．さらに，サル
以外の動物に関しては，機能との関係を理解しやす
いように脳の部位ごとに記述を行った．

2. サル以外の動物

状態間ゆらぎはラットやネコなどの脳のさまざまな
部位で細胞内電気記録により直接観測されている．こ
こでは，状態間ゆらぎが観測される代表的な部位であ
る線条体，小脳，大脳皮質を取り上げる．これらの部

位のうち，線条体，小脳では状態間ゆらぎの機能に関
する研究はほとんど行われていない．一方，大脳皮質
では機能に関する研究がいくつか行われているが，研
究により異なる結果が得られており，状態間ゆらぎの
機能に関して意見の一致を見ていないのが現状であ
る．また，状態間ゆらぎの仕組みに関しては，大脳皮
質，小脳はそれぞれ独自の異なる仕組みをもっている
と考えられている．一方，線条体はそれ自身で状態間
ゆらぎを発生させる仕組みはもっておらず，大脳皮質
からの入力をただ反映してゆらぎが起こっているにす
ぎないと考えられている．以下にそれぞれの部位につ
いて詳述する．

2.1　線条体
膜電位の状態間ゆらぎが最も古くから知られている
のは，ラットの線条体（striatum）にある中型有棘細
胞であろう．線条体は大脳基底核とよばれる神経細胞
の集まりの主要な構成要素の 1つである．大脳基底核
は運動の制御にかかわっていることがよく知られてお
り，パーキンソン病の患者では大脳基底核に病的な変
化が認められる．大脳基底核は大脳皮質にあるほとん
どすべての領野から入力を受けているが，その最初の
受け手が線条体であり，中型有棘細胞が全体の
90-95%を占めている．
ラットの中型有棘細胞は，麻酔下のみならず徐波睡
眠状態（いわゆる「深い眠り」の状態）でも状態間ゆ
らぎを示すことから 2)，状態間ゆらぎは麻酔による副
次的な現象ではないことがわかる．しかし，状態間ゆ
らぎの線条体における機能はほとんどわかっていな
い．覚醒状態でじっとしているラットの中型有棘細胞
では，2つの安定した状態が見られなくなることが報
告されている 2)．このことは，ゆらぎが睡眠中の情報

Fig. 1  
Two states membrane potential fluctuation of a rat striatum neuron. (a) Intracellular trace for 6.4 s. Membrane potentials corresponding to the up 
and down states are labeled at the right ends of the trace. (b) Histogram of membrane potentials shown in (a). The histogram does not include 
the action potentials. The histogram shows clearly distinct two peaks that correspond to the up and down states. Adapted from ref. 1 and used 
with permission.
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処理にだけ関係していることを意味しているのかもし
れない．しかし，上述のように，線条体は運動の制御
と密接にかかわっている．したがって，運動中のラッ
トで状態間ゆらぎが起こるか否かを確かめることは重
要である．しかし，動いている動物からの細胞内電気
記録は現在の技術ではほとんど不可能である．
次に，状態間ゆらぎが起こる仕組みであるが，中型
有棘細胞の状態間ゆらぎは大脳皮質からの入力を反映
したものに過ぎないと考えられている 3)．その根拠の
1つは電極から細胞に電流を流しても状態遷移が誘発
されないことである 3)．このことは，細胞膜自体には
2つの安定した状態を生じさせる特性がないことを意
味している．もう 1つの根拠は，大脳皮質からの入力
を遮断するとダウン状態からアップ状態への遷移が見
られなくなることである 3)．

2.2　小脳
ラットとブタの小脳にあるプルキンエ細胞も膜電位
の状態間ゆらぎを示す 4)．小脳もやはり運動と深くか
かわっており，小脳へ損傷を受けると運動の学習が阻
害される他，精密な運動ができなくなったり体のバラ
ンスをとるのが難しくなったりする．小脳は脊髄など
から運動に関する情報のみならず，感覚情報も受け
取っている．そして，小脳での情報処理の結果はプル
キンエ細胞の活動を通して他の部位に出力される．
プルキンエ細胞の状態間ゆらぎの研究は麻酔下の
みで行われている．ラットの場合状態遷移は自発的
に起こっているが，ヒゲに刺激を加えると，細胞が
ダウン状態にあるときはアップ状態への遷移が，
アップ状態にあるときはダウン状態への遷移が誘発
される 4)．これらの現象がもし運動中のラットでも起
きているのなら，運動に伴う感覚情報の変化がプル
キンエ細胞の状態遷移のダイナミクスに反映される
ことになり興味深い．
線条体の中型有棘細胞と異なり，プルキンエ細胞は
非線形力学系の観点から興味深い性質をもっている．
膜電位がダウン状態にあるプルキンエ細胞に脱分極す
る方向の電流を電極から短時間流すと，細胞の膜電位
がアップ状態に遷移し，逆に，膜電位がアップ状態に
あるプルキンエ細胞に過分極する方向の電流を短時間
流すと，膜電位がダウン状態に遷移する 4)．これらの
ことは，2つの安定した膜電位が，個々の細胞の膜自
身がもつ性質に由来することを示唆している．さら
に，安定した 2つの状態が非線形系でよく見られるこ
とを考えると，その性質は膜に発現しているイオン
チャネルの開閉確率の非線形な電位依存性である可能

性が高い．プルキンエ細胞に関してさらに興味深いの
は，ダウン状態にある細胞にさらに過分極する方向の
電流を短時間流すとアップ状態への遷移が誘発される
ことである 4)．また，上記のヒゲへの刺激では，脱分
極する方向の電流が同様の現象，つまりアップ状態か
らダウン状態への遷移を引き起こす．すなわち，同じ
方向の刺激（過分極方向の通電やヒゲの刺激による脱
分極性応答）が，そのときの細胞の状態に応じて逆向
きの遷移（アップ状態への遷移やダウン状態への遷
移）を引き起こすのである．
これらの現象を定性的に説明するために 1つの細胞
モデルが提案された 4)．そのモデルでは膜電位と，遅
い時定数をもつ過分極活性化カチオン電流（hyperpolar-
ization-activated cation current，逆転電位 30 mV）を担
うチャネルの閉確率が動的変数にとられる．これらの
動的変数を支配する 2次元非線形方程式の解を相空間
（phase space）で解析すると，アップ状態とダウン状態
に対応した 2つの安定した固定点（fixed point，系が
時間変化しない状態に対応する相空間上の点）があら
われる（Fig. 2）．この 2つの安定固定点の存在は，膜
電位を支配する方程式に含まれるナトリウムチャネル
が開く確率のもつ非線形な電位依存性に由来してい
る．そして，上記の現象は相空間の大域的な構造，つ
まりそれぞれの固定点のもつ吸引域（basin of attrac-

Fig. 2  
Phase space for the two dynamical variables. The horizontal axis rep-
resents membrane potential and the vertical axis inactivation term of 
the channels for hyperpolarization-activated current. The black and 
gray solid lines are the nullclines dV/dt  0 and dh/dt  0, respective-
ly. The circles indicate the stable fixed points that correspond to the 
two stable states of membrane potential, and the square indicates 
the unstable fixed point. The white line represents the separatrix, 
which is the border between the basins of attraction of the up (dark 
gray) and the down state (light gray). Arrows indicate the trajectory 
of the dynamic variables during (dashed lines) and after (dash-dotted 
lines) an outward current injection (left) or a simulated stimulus input 
(right). Adapted from ref. 4 by permission from Macmillan Publishers 
Ltd: Nature Neurosci, copyright (2005).
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tion，ある安定固定点の吸引域内にある任意の点を初
期条件とすると系は最終的にその固定点に引き込まれ
る）の拡がり方から説明される（Fig. 2）．

2.3　大脳皮質
大脳皮質における膜電位の状態間ゆらぎは，ラット
やマウスのバレル皮質（ヒゲからの情報を処理する体
性感覚野），ネコの第 1次視覚野およびその他いくつ
かの領野で観測されている．ここでは，まずネコの第
1次視覚野を例にとって，状態間ゆらぎの機能を考え
てみる．
第 1次視覚野は大脳皮質において視覚情報を最初に
受け取る領野であり，個々の細胞は視覚的に視野に提
示された縞模様に応答する．また，応答の強さは縞模
様の向きによって異なる（方位選択性）．ちなみにこ
こでいう応答とは刺激提示期間における平均発火頻度
の増加のことである．Andersonらは麻酔下のネコにい
ろいろな向きの縞模様を提示し，アップ状態の平均持
続時間と電位が平均発火頻度の方位選択性に対応する
ような刺激依存性を示すこと，つまり平均発火頻度が
高い刺激ほどアップ状態の平均持続時間が長くその電
位もより脱分極側にシフトする傾向があることを見い
だした 5)．この結果は，刺激に対する平均発火頻度の
変化に，状態間ゆらぎの変化が深くかかわっているこ
とを示唆している．
しかし，Haiderらはやはり麻酔下にあるネコの第 1
次視覚野で，Andersonらとは異なり，刺激提示は状態
間ゆらぎのダイナミクスに影響を与えないという結果
を得た 6)．さらに，アップ状態での電位が刺激に依存
した Andersonらの結果とは異なり，Haiderらはアッ
プ状態での電位が刺激に依存せず自発的にゆらいでい
ることを見いだした 6)．また，Haiderらは，同一の刺
激に対する平均発火頻度で見た細胞の応答は，細胞が
アップ状態にあるときのほうが 2倍以上大きく，アッ
プ状態での自発的な電位のゆらぎが脱分極するほうへ
ゆらぐほど発火頻度が上昇することを見いだした 6)．
これらのことから彼らは刺激に対する細胞応答の利得
がアップ状態における脱分極の程度を通して脳の中で
内的に調整されており，この利得の調整が情報の選
択，特に動物の内的な情報選択に深くかかわっている
注意による情報の選択と関係しているのではないかと
いう考えを出している．しかし，覚醒状態のネコで第
1次視覚野の状態間ゆらぎを調べた研究はないので，
状態間ゆらぎが注意のような動物の内的な状態を反映
しているのかどうかは明らかではない．また，なぜ
Andersonらと Haiderらの結果が異なるのかは今後解

決されなければならない問題の 1つである．
次に大脳皮質における状態間ゆらぎ発生の仕組みに
ついて見てみる．線条体と異なり，大脳皮質の場合は
脳切片でも状態間ゆらぎが観測されること 7)-9)から，
ゆらぎが他の脳部位からの入力に依存せず自律的に起
こっている可能性が高い．これを説明するために，先
の小脳における仕組みとはまったく独立に，再帰的な
興奮性結合を考慮に入れたモデルが提案されている 8)

（ちなみに小脳には再帰的な興奮性結合はない）．すな
わち，ネットワークの一部の細胞が自律的に発火する
仕組みを内包しており，それらの細胞の発火に誘発さ
れたアップ状態への遷移がネットワークを構成する再
帰的な興奮性結合を通してすべての細胞に急速に伝わ
るというモデルである．このモデルでは近傍の抑制性
細胞からの入力によってバランスされた再帰的な興奮
性入力を通してアップ状態が維持される．そして，細
胞が発火している間に遅い時定数をもったナトリウム
依存性カリウムチャネルが活性化してくることで興奮
性が抑えられ，ネットワーク全体の興奮性が維持でき
なくなったときダウン状態への遷移が起こる．
アップ状態の維持とダウン状態への遷移の仕組みが

異なるが，アップ状態への遷移に再帰的な興奮性結合
が重要な役割を果たしているモデルは他にも提案され
ている 10)．フェレット前頭皮質の脳切片に興奮性シ
ナプスの働きを阻害する薬を投与した実験では，一部
の細胞のアップ状態への遷移を伴わない自発的な発火
を残して，アップ状態への遷移が見られなくなるとい
う結果が得られている 7), 8)．この結果はアップ状態へ
の遷移に興奮性結合が深く関与していることを示唆し
ている．また，上記 2つのモデルでは，ネットワーク
全体がある程度の周期性をもって，アップ状態とダウ
ン状態を繰り返す．これは，徐波睡眠状態で個々の細
胞の状態間ゆらぎが脳波と同期しており，ネットワー
クレベルでゆらぎにある程度の周期性が見られるとい
う実験結果 11)とも定性的に一致する．
さて，われわれが感覚情報に基づいて行動を計画し

たり，推論など論理操作を行うときに，一時的に情報
を保持したり操作したりすることが必要になる．この
とき使われる記憶のことを作業記憶という．上記のよ
うに，再帰的な興奮性結合を通して，ネットワークレ
ベルでアップ状態への遷移と維持が達成される場合，
個々の細胞はアップ状態にある間発火し続けることが
可能である．そして，この持続的な発火が作業記憶に
対応する神経活動ではないかという説が提案されてい
る．しかし，それを裏付ける実験的証拠は見つかって
いない．
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3. サル

はじめにも書いたように，状態間ゆらぎの研究をサ
ルで行うには，細胞内電気記録によって直接状態間ゆ
らぎを観測するのではなく，細胞外電気記録された発
火活動をモデルを使って解釈するというのが唯一の有
効な方法である．そして，このような考えにたって行
われた研究が 2つある．1つは北野らが行ったサルの
線条体の中型有棘細胞に関する研究である 12)．彼ら
は，覚醒状態にあるサルの大脳皮質の運動野に電気刺
激を与え，そこから入力を受けている中型有棘細胞が
発火するタイミングを計る実験を繰り返した．する
と，発火の遅延の分布関数に 2つのピークがあらわれ
た．彼らは，中型有棘細胞の詳細な細胞モデルを使っ
たシミュレーションで，2つのピークは膜電位に 2つ
の状態があると仮定するとよく説明できることを示し
た．この研究は，サルにおいて状態間ゆらぎが存在す
る可能性を初めて示したのみならず，それを覚醒状態
にある動物で示したという点で重要である．
さて，「2.1線条体」の項で記述したように，線条体
における状態間ゆらぎは大脳皮質からの入力のゆらぎ
を反映していると考えられている．したがって，サル
の線条体で状態間ゆらぎが見られることは，サルの大
脳皮質でも状態間ゆらぎが起こっている可能性を示唆
している．それを，北野らとはまったく異なるモデル
と発火活動の記録の組み合わせで示したのが著者らの
研究である 13)．著者らの研究では麻酔下のサルの下
側頭葉視覚連合野（TE野）から複数の細胞の発火活
動を同時に記録した（Fig. 3）．TE野は，物体像の知
覚および認識において重要な働きをしている大脳皮質
の領野である．著者らは細胞が自発的に発火している
状態で記録を行い，記録された発火系列の自己相関関

数，細胞間の相互相関関数などの統計的性質を調べ
た．そして，それらの性質が，細胞の発火頻度が膜電
位の状態間ゆらぎに応じて 2状態マルコフ過程（2つ
の状態をもち，遷移確率が現在の状態にだけ依存する
確率過程）にしたがって変化しており，細胞間でその
変化が同期しているというモデル（Fig. 3）で定量的
に説明できることを示した．このことは，TE野の細
胞が発火頻度の異なる 2つの状態間をゆらいでおり，
かつそのゆらぎが細胞間で同期していることを示唆し
ている．著者らの研究はサルの大脳皮質で状態間ゆら
ぎが起こっている可能性を初めて示した研究である．
また，状態間ゆらぎが 2状態マルコフ過程で記述され
ることから，ゆらぎに周期性がないことになり，周期
性の見られる脳波との関連は薄い可能性が高い．これ
は徐波睡眠時に状態間ゆらぎが脳波と相関をもつネコ
の大脳皮質の細胞などとは異なっており，ゆらぎ発生
の仕組みを考える上で興味深い．また，非常に多くの
神経細胞の集団的な活動を反映していると考えられる
脳波との相関が低いと見られるにもかかわらず，状態
間ゆらぎの細胞間同期が見られたことも，状態間ゆら
ぎ発生の仕組みや機能を考える上で興味深い．

4. おわりに

本稿では，膜電位の状態間ゆらぎについてその機能
と仕組みを見てきた．状態間ゆらぎはさまざまな動物
のさまざまな脳の部位で観測される現象である．しか
し，その機能については動物，部位を問わずなお不明
な点が多い．そして，そのおもな原因の 1つは行動や
課題を行っている動物から細胞内電気記録を行えない
ことである．また，ここまでの記述から明らかなよう
に，状態間ゆらぎの仕組みや機能をより深く理解する

Fig. 3  
Firing pattern of TE neurons and the Markov model of two states fluctuation. (a) Experimentally recorded spike activities on three trials are shown. 
For each trial, activity of one neuron is indicated in the top and that of the other in the bottom row. The vertical lines represent spike timing. For 
each neuron, there are two distinct periods: the period during which the neuron fires (firing period) and the period during which the neuron does 
not fire (non-firing period). Moreover, firing periods and non-firing periods of the neurons overlap well, respectively. These characteristics are qual-
itatively consistent with the results of our model analysis. (b) A schematic diagram of our model. For a neuron pair, synchronized two-state Markov 
processes describe fluctuations in firing rates of the neurons that are likely to correspond to membrane potential fluctuations (the top and the 
third trace from the top). The neurons fire only at the up-state (the second from the top and the bottom trace).
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ためにはネットワークレベルでの細胞活動を研究する
ことが不可欠であると思われるが，細胞内電気記録は
同時に多数の細胞から記録を行うことができない．今
後細胞内電気記録に関するこれらの問題が克服される
かどうかはわからないが，行動や課題を行っている動
物を用いてネットワークレベルでの状態間ゆらぎの研
究を行うには，細胞内電気記録以外の方法をとるのが
現時点では現実的であるように思われる．その 1つと
して考えられるのはサルで用いられているような，発
火活動の記録とモデルを組み合わせた研究である．近
年，行動や課題を行っている動物から多数の電極を用
いて同時に多くの細胞の発火活動を記録できるように
なってきたので，この方法は有効であると思われる．
別の方法として考えられるのは，2光子顕微鏡による
カルシウムイメージングである．マウスの視覚野の脳
切片を用いた実験では，細胞内カルシウム濃度の上昇
と，細胞のアップ状態とがよく対応するという結果が
得られている 9)．また，顕微鏡の小型化により，行動
中の動物から多数の細胞の活動を同時にイメージング
する技術も開発されてきている 14)．
最後に，モデルの研究からもわかるように状態間ゆ
らぎに関する研究は，神経科学の分野のみならず，非
線形力学系，非平衡統計物理学などの観点からも興味
深い．このようなことから状態間ゆらぎの研究は生物
物理学の研究テーマとしてふさわしいと思われる．こ
の特集記事によって 1人でも多くの方がこのテーマに
興味をもっていただければ幸いである．
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1. はじめに

記憶は脳の高次機能の基礎をなす重要な機能であ
り，その固定化（定着と表現されることもある）のメ
カニズムの解明は脳研究の重要課題の 1つである．近
年，多数の電極を用いて神経活動を同時に記録する技
術が進歩した結果，動物が課題を遂行した後の睡眠ま
たは安静状態で，課題中と類似の神経活動が再生され
ていることがわかってきた．この現象をメモリーリプ
レイとよぶ．本総説では，メモリーリプレイについて
これまでに得られている知見を要約し，記憶の固定化
との関係について議論する．

2. 睡眠と記憶の分類

メモリーリプレイの詳細に入る前に，睡眠と記憶の
分類について簡単に整理しておこう．生物の進化とと
もに睡眠の様相も多様化し，鳥類と哺乳類では睡眠が
レム睡眠とノンレム睡眠に分化するようになった．レ
ム睡眠とは急速眼球運動（rapid eye movement）を伴う
睡眠で，脳の活動は覚醒に近く夢を見ることが多い．
一方，ノンレム睡眠はレム睡眠でない睡眠という意味
で，脳の活動は覚醒時より低下し深い眠りとなる．ヒ
トなどの霊長類の場合ノンレム睡眠はさらに 4段階に
分類されるが，動物実験で多く用いられるラットなど

のげっ歯類では霊長類ほどノンレム睡眠の分化がはっ
きりしていない．本総説ではラットの実験から得られ
た知見を中心にまとめるため，ノンレム睡眠とレム睡
眠の2分類でメモリーリプレイの議論を進めてゆこう．
睡眠と同様，記憶もいくつかのカテゴリーに分類
されている．ヒトの記憶で最もよく用いられる分類
によると 1)，記憶は意識的に想起可能で言葉で表すこ
とのできる宣言的記憶と，技能の記憶のように意識
せずとも利用可能だが言葉で表すことの難しい非宣
言的記憶に分類される．一方，動物の記憶をヒトの
場合のように明瞭に分類することは困難である．し
かし，ラットの海馬で場所細胞（place cell）*1とよばれ
る場所特異的に発火する細胞が発見されて以来 2)，場
所細胞の発火パターンが睡眠中に再現される現象を
メモリーリプレイの研究対象とすることが多い．ま
た，ヒトにおける宣言的記憶は海馬に依存的な記憶
であることから，ラットの場所細胞による記憶がそ
の原型になっている可能性も指摘されている 3)．
以下では，記憶の固定化における海馬と皮質の関係
に注目し，ラットの場所細胞のメモリーリプレイを中
心に議論を進めてゆこう．

生物物理 47（6），368-377（2007）

メモリーリプレイと記憶の固定化
龍野正実　アリゾナ大学

Memory Replay and Memory Consolidation
Masami TATSUNO
University of Arizona

!e replay of behaviorally induced multi-neuronal activity patterns during subsequent sleep or quiet waking is conjectured to play an 
important role in the consolidation process of certain types of memory. During the early stages of memory consolidation, the hippocam-
pus appears to be critical; however, over time the involvement of the hippocampus decreases as the memories become gradually consoli-
dated in the neocortex. In this article, we review how temporal spike patterns are replayed during sleep and the possible interactions of 
the hippocampus and neocortex through these patterns.

memory replay / memory consolidation / hippocampus / neocortex / non-REM sleep / REM sleep

*1 場所細胞：ラットの海馬において発見されたニューロンで，動
物が空間を移動し特定の場所を通過したときに神経活動が上昇す
るという特徴をもつ．サルの海馬にも存在するという報告がある
がヒトでは不明である．
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3. 記憶の固定化における海馬と皮質の関係

記憶には一般に 3つの働きがあると考えられ，覚え
る働きを「記銘」，蓄え維持する働きを「保持」，取り
出して思い出す働きを「再生」または「想起」とよぶ．
宣言的記憶の場合，その記銘の初期に海馬が重要な役
割を演じていることが知られている．たとえば，てん
かん治療のために両側海馬およびその近傍の切除を受
けた HMという男性の例では 4)，術前数年の記憶を
失い，術後の新しい宣言的記憶を一切形成できなく
なったことが報告されている．しかし，術前 10年以
上にさかのぼる古い記憶は保持されていることから，
海馬は宣言的記憶の記銘の初期において重要な役割を
演じていると考えられるようになった．そして時間の
経過とともに，記憶は海馬から皮質に徐々に移され，
最終的には海馬から独立して保持されると考えられて
いる．
このように，記憶がその初期に海馬に一時的に蓄え
られ，それが徐々に皮質に移行し十分に時間が経つと
海馬を必要としなくなるという仮説が，現在一般に受
け入れられている宣言的記憶に関する記憶固定化の仮
説である（別の考え方については，たとえば Nadelら
の論文 5)を参照）．この仮説の基礎には，ニューロン
間の結合がニューロン活動によって影響を受けるとい
うヘブの仮説がある 6)．すなわち，新しい記憶に対応
するニューロン群が相関して活動することによりそれ
らの間の結合が強化され，このニューロン群がより高
い相関で活動するようになる．このようなニューロン
群をセルアセンブリーとよぶ．そして，外的な要因や
自発的なきっかけによって，セルアセンブリーに属す
るニューロン群が何度も再活性化することがメモリー
リプレイに対応し，記憶の固定化に重要な役割を果た
すと考えられている．また，メモリーリプレイ自体が
記憶の想起に対応すると考えることも多い．さらに，
海馬や皮質における長期増強や長期抑圧の発見が，ヘ
ブの仮説，そして記憶固定化の仮説を支持する基礎と
考えられている．しかしながら，記憶固定化の過程で
実際にシナプスがどのように変化しているのかについ
ては不明な点も多く，現在活発な研究が行われている
ことに注意されたい 7), 8)．
次の節では，ノンレム睡眠中のメモリーリプレイか
ら議論してゆこう．

4. ノンレム睡眠中のメモリーリプレイ

課題後の睡眠中に，ラットの場所細胞のメモリーリ

プレイが起きている可能性を最初に報告したのは，
Pavlidesらの論文 9)である．彼らは，課題中に興奮し
たラット海馬 CA1領域の場所細胞が，その後の睡眠
中，特にノンレム睡眠中に大きな発火率の上昇を示す
ことを発見した．また，ノンレム睡眠およびレム睡眠
中のバースト発火に含まれるスパイク数が増加し，特
に 3スパイクからなるバースト発火（スパイクトリプ
レット）自体の数が増加していることも見いだしてい
る．さらに，2-4 msのスパイク間隔をもつバースト発
火の増加も観測しており，これは長期増強を効率的に
誘発する条件とも合致している．したがって，生体内
で自然に発生しているスパイク列がシナプスの可塑性
を引き起こしうることを示唆する結果として興味深
い．この報告はニューロン活動がその後の睡眠中の
ニューロン活動にも影響を与えうることを，ニューロ
ンの発火率という一次統計量に注目して示した報告と
捉えることができる．
前節でも見たように，高い相関をもって発火する
ニューロン群はセルアセンブリーを形成し，それらが
再活性化することがメモリーリプレイと関係している
と考えられている．そこでWilsonら 10)は，課題中に
記録された2つのニューロン活動の相関（二次統計量）
が，その後のノンレム睡眠でも保持されるかどうかに
ついて研究した．彼らは多数のテトロード（4本の細
い金属線をより合わせて作った電極）をラットの海馬
CA1領域に刺入することにより，50-100個のニュー
ロン活動を同時記録することに成功した．この実験で
は，重なった場所受容野をもつ場所細胞が課題中に高
い相関で活動する一方，場所受容野が重ならない場所
細胞同士の相関は低くなる．彼らは，課題前，中，後
それぞれの期間においてニューロン活動の短時間
（100 ms）の相互相関関数を計算し，重なった場所受
容野をもつ場所細胞は，その後のノンレム睡眠中にも
およそ 30分にわたって高い相関を維持することを見
いだした．一方，場所受容野が重ならない場所細胞同
士の相互相関は課題後も低いままであった．この報告
は，Pavlidesら 9)によって報告された発火率だけでな
く，ニューロン発火の相関という二次統計量も課題後
のノンレム睡眠中に維持されうることを発見した研究
と捉えることができる．
その後 Hiraseら 11)は，新しい課題よりも慣れ親し
んだ課題において，平均発火率と相関の両方が課題後
の睡眠でよく保存されることを確認している．また
Battagliaら 12)は，発火率によるメモリーリプレイをよ
り正確に検出する方法を提案し，メモリーリプレイが
脳波（brain wave）*2のうちでも鋭波（sharp wave）*2発
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生中に検出されやすいことや課題終了後 10-20分を超
えると減衰することなどを報告している．
ここまでに紹介した報告では，メモリーリプレイに
おけるニューロンの発火の順番は考慮されていない．
しかし，たとえばエピソード記憶が物事の起こった順
番を含むことを考えると，スパイク発火の時間関係が
メモリーリプレイの重要なファクターであることは明
らかである．そこで Skaggsら 13)は，ラットの海馬
CA1領域で場所受容野が重なっている場所細胞同士
の相互相関関数の形をテンポラルバイアス（temporal 
bias）*3によって検討し，その非対称性が課題後のノン
レム睡眠中に保存される傾向があることを見いだし
た．また，相互相関関数のピークの位置を比較する
と，ノンレム睡眠中にメモリーリプレイが 10-20倍の
速さで再生されていることも明らかとなった．
スパイクの時間順序がメモリーリプレイ中に保持さ
れている可能性をより直接的に示した研究として，
Nadasdyら 14)の仕事がある．彼らは，テンプレート
マッチング（template matching）*4と同時確率マッピン
グ（joint probablity mapping）*5の 2種類の手法を用い
て，課題中に観察された海馬 CA1場所細胞のスパイ
ク時空間パターンが，その後のノンレム睡眠中，特に
鋭波発生中に圧縮された形で再現されていることを見
いだした．まずテンプレートマッチングによる解析で
は，実際に観測されたオリジナルのスパイク列の繰り
返し回数とスパイクシャッフリングによって生成した
ランダムスパイク列の繰り返し回数の間で有意差を検
定し，p  0.01で有意差を確認している．また，同時
確率マッピングによって特に 3発のスパイクからなる
スパイクトリプレットの時空間パターンを詳しく解析
した結果，課題前と課題中では 5%のトリプレットが
同じ構造をもっていたのに対し，課題後と課題中では

9%に増加したことを報告している．この報告とほぼ
同時期に，説明分散（explanatory variance）*6による解
析によって，Kudrimotiら 15)も鋭波中のメモリーリプ
レイを報告している．また，これらの流れを汲む研究
として，Leeら 16)は，テンプレートマッチングを発展
させた組み合わせ解析を用いることにより，課題中の
スパイク時空間パターンが鋭波中に約 20倍の速さで
再生されることを示している（Fig. 1）．
以上のように，ノンレム睡眠中のメモリーリプレイ
の研究は過去 20年の間に大きく発展し，ラット海馬
CA1領域の場所細胞のメモリーリプレイが，時間構
造を保持しつつ圧縮された形で鋭波中に出現している
ことが明らかになった．ただし，鋭波はノンレム睡眠
中だけでなくラットが安静にしている間にも見られ，
安静時の鋭波におけるメモリーリプレイも観測されて
いる 15)．すなわち，ノンレム睡眠が出現するか否か
よりも鋭波の発生がメモリーリプレイの出現に重要な
役割を果たすと考えられる．さらに，これまでに紹介
したメモリーリプレイの時空間パターンはすべて課題
中のニューロンの発火と同じ時間的順序での再生で
あったが，ラットが課題遂行中に小休止しているとき
の鋭波発生中に逆順のメモリーリプレイが起こること
が最近報告された 17)．この逆順のメモリーリプレイ
は，報酬に関連した情報をコードしていると考えられ
る大脳基底核のドーパミン作動性ニューロンの発火タ
イミングと組み合わせることにより，海馬依存的な意
思決定課題における価値評価を強化学習の枠組みで行
う基礎を与えると考えることができ興味深い．さら
に，ラットを用いた最新の研究によると，トラックを
走った後の小休止中の鋭波では逆順のメモリーリプレ
イが，トラックを走る前の小休止中の鋭波では順方向
のメモリーリプレイが報告されている 18)．今後は両

*2 脳波（鋭波，リップル活動，睡眠紡錘波，シータ波）：頭皮に
装着した電極または脳内に刺入した電極から観測される電気活動
で，一般にニューロンの集団的な活動を反映したものである．鋭
波はノンレム睡眠中および安静時に観察される脳波で，波形が正
弦波形でなく際立って先鋭であるという特徴をもつ．特にラット
の海馬では数十–数百ms持続し，同期的な興奮性シナプス入力を
反映したものと考えられている．リップル活動は海馬CA1や
CA3領域の錐体細胞層において鋭波発生中に観測される100-
200 Hzの高周波振動で，CA3領域の錐体細胞の同期発火による集
合スパイクを反映したものと考えられている．睡眠紡錘波は皮質
で観察される12-14 Hzの周期をもつ脳波で，振幅の変化が紡錘の
形に似ていることからこのようによばれる．シータ波は6-10Hz程
度の周波数をもつ脳波で，ラットの海馬において探索行動中やレ
ム睡眠中に観測される．

*3 テンポラルバイアス：相互相関関数の非対称性を測るための指
標で，ゼロラグを中心に左右対称な時間領域で相互相関関数の面
積の差を計算する．

*4 テンプレートマッチング：ある時間ウィンドウの中で複数の
ニューロンから生成されるスパイク時空間パターン（記録された
ニューロンを行に並べ，時間ウィンドウ内のスパイク発火を列に並
べた行列で表す）からテンプレートを生成し，それをスライドさせ
ることにより類似のスパイク時空間パターンが他の時刻にも再生さ
れたかどうかを検出する方法．テンプレートマッチングによって検
出されたスパイク時空間パターンの具体例はFig. 3を参照．

*5 同時確率マッピング：スパイクトリプレットの有意性を調べる
方法で，1番目と2番目のスパイクの時間間隔および1番目と3番目
のスパイクの時間間隔の同時生成確率をデータから求め，スパイ
クダブレットの周辺確率から求められる偶然起こりうる確率を差
し引いたもの．

*6 説明分散：課題中，後それぞれのニューロンペアから計算され
る相関係数行列の類似性を，偏相関を用いて課題前の効果を差し
引いて計る指標．偏相関の2乗で定義されるため0と1の間の値を
とる．
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方向に再生されるメモリーリプレイの機能的意味につ
いて議論を深めてゆく必要があろう．

5. レム睡眠中のメモリーリプレイ

よく知られているように，ヒトの夢の多くはレム睡
眠中に起こる．この事実からもレム睡眠の機能や夢の
意味を研究することはきわめて興味深く，多くの研究
者をひきつけてきた．また，近年はレム睡眠と記憶の
関係も議論されており，たとえば Crickら 19)による
「不要な記憶の消去仮説」は，一時的ではあったが大
きなインパクトをもって迎えられた *7．しかしなが
ら，電気生理実験によるレム睡眠中のメモリーリプレ
イの研究はきわめて少ないのが現状である．本節では
代表的な研究を紹介しよう．

1つ目は Poeら 20)によるものである．彼らはラット
海馬 CA1領域の場所細胞の活動を同時記録し，初め
て訪れた場所で発火する場所細胞とすでによく知って
いる場所で発火する場所細胞のスパイク発火のタイミ
ングとシータ波（theta wave）*2の位相の関係を調べた．
その結果，初めての場所で発火する場所細胞はレム睡
眠中のシータ波の山で発火する傾向がある一方，既知
の場所で発火する場所細胞はシータ波の谷で発火する
傾向があることを見いだした．これまでの研究による
と，シータ波の山付近のスパイクは長期増強を引き起
こしやすく，逆にシータ波の谷付近のスパイクは長期
抑制を引き起こしやすいことが知られている 21)．そ
こで彼らは，レム睡眠中に新しい体験の固定化が長期

増強によって促進され，古い記憶が長期抑制によって
消去される可能性を指摘している．

2つ目の研究は Louieら 22)によるもので，ラット海
馬 CA1領域の場所細胞を同時記録し，テンプレート
マッチングによって課題遂行中のスパイク時空間パ
ターンとレム睡眠中のスパイク時空間パターンを比較
した．その結果，レム睡眠中に課題中よりもややゆっ
くりした速さでメモリーリプレイが起きていることを
発見した（Fig. 2）．ただし，このメモリーリプレイの
多くが課題前のレム睡眠で見いだされ，課題後のレム
睡眠ではほとんど見つからなかった点に注意する必要
がある．この意外な結果に対して彼らは，ラットが課
題に十分慣れているため，前日の課題遂行時のメモ
リーリプレイを検出した可能性を指摘している．しか
し，それではなぜ実験当日の課題遂行後にメモリーリ
プレイが見つからないのかの説明になっておらず不満
が残る．また，彼らは新しい課題での実験も行ってい
るがレム睡眠中のメモリーリプレイは発見できなかっ
た．したがって，レム睡眠中のスパイクパターンのメ
モリーリプレイはまだ十分に検証されたとはいえず，
今後のさらなる研究が必要であろう．
以上のように，ノンレム睡眠中の（より正確には鋭
波中の）の報告に比べ，レム睡眠中のメモリーリプレ
イの報告は数が少ない．その理由の 1つに，ラットを
使った多電極記録実験では課題前後に 30分から 1時
間の睡眠を記録することが普通であるが，このような
短い記録時間では十分なレム睡眠のサンプルが得られ
ないことが考えられよう．そこで現在われわれは，課
題の前後にそれぞれ 12時間以上の連続記録を行い，
レム睡眠中のラットの内側前頭前野と海馬の神経活動
を解析する研究を進めている 23)．そして，レム睡眠
中に現れるスパイク時空間パターンをテンプレート

Fig. 1  
Example of spike pattern sequences from behavior (a) and 
sharp wave of subsequent sleep (b). (a) Smoothed place fields 
of ten cells are plotted as horizontal lines. Vertical bars mark 
the positions of the peaks of the smoothed fields. Smoothed 
firing rate (Hz) at these peaks is shown to the right. Non-uni-
form time axis below shows time within average lap when 
above positions were passed. (b) A population burst within 
sharp wave shows that six cells in a row fire in the same order 
as the sequence from behavior in (a). Note difference in times-
cale between (a) and (b). Data reproduced from ref. 16 with 
permission.

*7 Crick-Mitchisonの仮説ともよばれる．「われわれは忘れるため
に夢を見る」という仮説で，夢で活性化された記憶は逆学習によ
って弱められ消去されるという考え方．興味深い仮説であるが，
これを支持する生理学的知見は十分ではない．
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マッチングで比較すると，レム睡眠の出現が課題前か
後かにかかわらず，内側前頭前野ではスパイク時空間
パターン同士の類似度が高いのに対し海馬では類似度
が低いことがわかってきた．この結果は，レム睡眠中
の内側前頭前野と海馬が異なる機能的ネットワークに
属していることを示唆しており興味深い．
最後に，レム睡眠が記憶の固定化に寄与しているの
かどうかはまだ不明な点が多く，現在活発な議論が続
いている 24)-29)．今後の動物実験では，レム睡眠中の
神経活動を複数の領野から同時に記録し，それぞれの
領野でどのようなメモリーリプレイが起きているのか
を明らかにしていくことが重要であろう．

6. 海馬と皮質および皮質間の相互作用

前節と前々節では，ラット海馬 CA1領域の場所細
胞の活動に注目して，ノンレム睡眠およびレム睡眠中
のメモリーリプレイについて，これまでに得られた知
見を概観してきた．本節では，海馬―皮質間および皮
質―皮質間のメモリーリプレイ研究の現状について見
てみよう．
第 3節で議論したように，記憶固定化の仮説による
と，海馬に一時的に蓄えられた記憶は徐々に皮質に移
され，十分な時間が経つと海馬を必要とせずに記憶を
想起できると考えられている．実際，Takeharaら 30)

の瞬目反射条件付けを行ったラットの海馬，内側前頭
前野，小脳の破壊実験によると，学習成立 1日後の海
馬と小脳の破壊が記憶の保持を大きく低下させた一
方，内側前頭前野の破壊は小さな低下を示しただけで
ある．その後，破壊の時期を遅らせてゆくと海馬の影
響が下がり逆に内側前頭前野の影響が上がってゆくよ
うすが観察された．そして，学習成立 4週間後の破壊

実験では，内側前頭前野と小脳の破壊が記憶の保持を
大きく低下させた一方，海馬の破壊による影響は観察
されなかった．メモリーリプレイの観点からは，学習
初期に海馬のメモリーリプレイに誘発されて皮質のメ
モリーリプレイが繰り返し起こることにより，皮質間
の結合が徐々に強化され海馬無しでも皮質のメモリー
リプレイが起こるようになると考えられる．

Qinら 31)は，海馬と皮質のメモリーリプレイに関
係があるかどうかを調べるために，ラット海馬 CA1
領域と後頭頂野からニューロン活動を同時記録した．
彼らは，課題前，中，後のニューロン活動において，
海馬内，皮質内，海馬―皮質間それぞれに対する
ニューロンペアからなる相関係数行列の相関および課
題前の影響を差し引いた課題中と課題後の偏相関係数
を計算した．その結果，海馬内および後頭頂野内のど
ちらのニューロンペアの場合においても，課題中と課
題後の類似性が課題中と課題前の類似性よりも高いこ
とが判明した．また，この結果は海馬―後頭頂野間の
ニューロンペアでも成り立っており，課題後のノンレ
ム睡眠中に海馬，皮質で相関したメモリーリプレイが
起きている可能性を示唆している．Qinらは Skaggs
ら 13)の研究で使われたテンポラルバイアスによる解
析も行っているが，時間構造は海馬内，皮質内の
ニューロン群のみで保存され，海馬―皮質間では保存
されていないようである．その理由として，海馬内，
皮質内と比較して海馬―皮質間では直接的な結合が少
ないことや，覚醒中（おもに皮質から海馬に情報が送
られる）とノンレム睡眠中（おもに海馬から皮質に情
報が送られる）では情報の流れが逆転しているため時
間構造が乱されると推測される点などを挙げている．
記憶固定化のより詳細な仮説によると，覚醒中に
シータ波が発生している状態の海馬で記憶の書き込み

Fig. 2  
Example correspondence of spike pattern sequences between 
behavior (a) and REM sleep (b). (a) A spatio-temporal spiking 
pattern of 10 pyramidal cells during a 75 sec window from be-
havior (RUN) is shown. (b) A spatio-temporal spiking pattern of 
the same 10 cells during 120 sec REM sleep is shown. Data re-
produced from ref. 22 with permission.
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が起こり，その後の鋭波中のリップル活動（ripple 
oscillation）*2で起きる神経活動によって記憶情報が海
馬から皮質に運ばれる可能性が提起されている 32)．
また，ノンレム睡眠中に皮質で観測される睡眠紡錘波
中の神経活動がシナプスの可塑性に寄与している可能
性も指摘されている 33)．そこで，Siapasら 34)は海馬
のリップル活動と皮質の睡眠紡錘波（sleep spindle）*2

の関係を多電極同時記録によって検証した．その結
果，皮質の睡眠紡錘波は海馬のリップル活動に 1-2秒
遅れて発生する傾向があることを見いだした．さら
に，海馬ニューロンと皮質ニューロンのスパイク発火
タイミングとこれらの脳波の関係を調べたところ，
（1）海馬ニューロンがリップル活動で高い発火確率を
示すだけでなく皮質ニューロンもリップル活動に近い
タイミングで発火する傾向があること，（2）睡眠紡錘
波の始まり付近で海馬ニューロンの発火確率が上がる
のに対して皮質ニューロンは睡眠紡錘波が始まってか
ら発火する傾向があることを見いだした．これらの結
果は，海馬ニューロンのスパイク活動の後に皮質
ニューロンのスパイク活動が生じやすいことを示して
おり，リップル活動と睡眠紡錘波中のスパイク活動に
よる記憶固定化の仮説を支持する結果と考えられる．
ノンレム睡眠中の海馬と皮質のより詳細な相互作用

について，最近 Isomuraら 35)が Sirotaら 36)の研究を
発展させた結果を報告している．そのおもな結果は，
前頭前野，体性感覚野，内嗅野，海馬台皮質など多く
の皮質領域で同期した脱分極状態（アップ状態）と過
分極状態（ダウン状態）が生じていること，皮質の脱
分極状態は歯状回や海馬 CA1領域のニューロン活動
を上昇させリップル活動の発生確率も最大化するこ
と，皮質が過分極状態でも海馬 CA3-CA1領域のネッ
トワークが独立に発火活動を自己組織化しガンマ波活
動を発生しうることなどである．これらの結果や，脱
分極状態の始まりで皮質ニューロンの発火パターンの
再現性が高いという報告 37)をもとに，彼らは睡眠中
の海馬と皮質の相互作用について次のような仮説を提
案している．すなわち，まず脱分極状態で高い再現性
をもって活性化する特定の皮質ニューロンが特定の海
馬ニューロンを活性化する．次に，海馬ニューロンは
リップル関連発火を通してまだ継続発火している皮質
ニューロンに情報を送り返す．こうして特定の皮質
ニューロンと特定の海馬ニューロンの間の結合が選択
的に変更される可能性を指摘しており興味深い．
海馬―皮質間の相互作用の最後の例として，Jiら 38)

の最近の研究を紹介しよう．彼らは，ノンレム睡眠中
に時空間構造をもったメモリーリプレイが皮質に現れ

るかどうか，もし現れるならばそれらは海馬における
メモリーリプレイと相関があるのかどうかについて研
究を行った．視覚野と海馬のニューロン活動を同時記
録して解析したところ，フレーム（皮質ニューロンの
脱分極状態と同義と考えられるが，定義が異なること
から彼らはフレームという用語を導入している）の間
に皮質と海馬の両方で覚醒時のスパイク発火パターン
がリプレイされていることを見いだした（Fig. 3a, b）．
さらに，同じ経験に対応していると考えられるメモ
リーリプレイが皮質と海馬で同時刻に起きた例も発見
した（Fig. 3c）．これらの結果は，スパイクの時空間
パターンを直接評価することで，海馬と皮質で同時に
起きたメモリーリプレイをはじめて検出した報告で，
きわめて興味深い．
ここまで海馬―皮質間の相互作用について最近の研

究を紹介してきたが，皮質―皮質間の相互作用を対象
とした研究はまだ多くない．その中で，Ho!manら 39)

による大規模な多電極記録の報告を紹介しよう．彼ら
は，マカクサルの皮質の4ヵ所（運動野，体性感覚野，
頭頂野，前頭前野）にそれぞれ 144本，合計 576本の
電極を刺入し，課題前，中，後のニューロン活動を記
録した．スパイクデータを説明分散およびテンポラル
バイアスで解析したところ , 運動野，体性感覚野，頭
頂野の皮質内部および皮質間で有意なメモリーリプレ
イが検出された．この結果は，記憶固定化の過程で複
数の皮質のニューロン群が相関をもって発火すること
を示唆している．さらに，上記の 3つの皮質とは異な
り前頭前野では有意なメモリーリプレイが得られな
かったが，これは前頭前野の役割を考える上で興味深
い．ただし，この研究はその実験の困難さから 1匹の
個体のみに基づく報告であるため，皮質―皮質間の相
互作用の理解を深めるためにも今後の追試研究が待た
れるところである．

7. メモリーリプレイの持続時間

ここまでに紹介してきたメモリーリプレイは，一般
に 30分から 1時間程度で検出できなくなってしまう
ことが知られている 10), 15)．一方，断眠実験などの心
理学的研究では数時間から数日にわたる記憶に対する
影響が報告されることが多い．したがって，電気生理
によるメモリーリプレイと心理実験の報告には整合し
ていない部分がある．また，これまでに報告されたメ
モリーリプレイは十分に訓練した課題が多く，新しい
体験のメモリーリプレイはほとんど報告されていな
い．
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そこで Ribeiroら 40)は，ラットの複数の領野（バレ
ル皮質，海馬，視床，尾状核被殻）に多数の電極を刺
入し，96時間におよぶ長時間連続記録を行った．ほ
ぼ 2日間にわたる課題前レコーディングの後に 1時間
の課題（新奇な物体を 4個置きラットが物体と接触す
ることを新しい体験と考えた）レコーディングを行
い，さらに約 2日間にわたりレコーディングを継続し
た．彼らは，Louieら 22)と同じテンプレートマッチン
グでデータを解析し，新しい体験に基づくスパイクパ
ターンが，課題後 2日間という長期にわたって記録を
行ったすべての領野でリプレイされ続けるという興味
深い結果を得た（Fig. 4a）．
もしこの報告が正しければ，（1）メモリーリプレイ
の持続時間に関する電気生理実験と心理実験のギャッ
プを埋め，（2）これまでの研究ではほとんど見つける
ことのできなかった新しい体験のメモリーリプレイを
検出し，（3）海馬を含む脳の多くの領野でメモリーリ
プレイが長時間にわたり起きていることを示す重要な
発見になる．そこでわれわれは，この報告を独立した
研究室で再現する必要があると考え，徹底した検証実
験を行った 41)．その結果，彼らの報告はテンプレー
トマッチングの不適切な使用による誤った報告である
可能性が否定できないことがわかった．Ribeiroらの
論文では，新しい体験に対応するテンプレートのマッ
チングを課題後の記録に対してのみ行い，慣れ親しん
だ体験に対するテンプレートのマッチングは課題前の
記録に対してのみ行っている．そして，それらをあた

かも同じ時刻に対する計算のように並べて比較し，新
しい体験のテンプレートのほうが高い相関をもつと結
論付けている（Fig. 4a）．しかしながら，このような
結論を得るためには，慣れ親しんだ体験のテンプレー
トと課題後の相関が低く，かつ新しい体験のテンプ
レートと課題前の相関も低いことを示す必要がある
（Fig. 4b）．われわれの検証論文では，記録全体に対し
てテンプレートマッチングを適用すると Ribeiroらの
報告したメモリーリプレイが消失してしまうだけでな
く（Fig. 4c, top），彼らのように部分的な比較を行うと
人為的な有意差を生じさせうることを示した（Fig. 4c, 
bottom）．さらに，説明分散でデータを解析すること
により新しい体験のメモリーリプレイの検出に成功し
たが，これまでの報告と同様約 1時間で消失してしま
うことも判明した．
以上の結果は，解析方法の不適切な適用が思わぬと
ころで人為的なミスを生じさせ誤った結論を導いてし
まう可能性があること，複数の手法でデータを解析し
総合的にメモリーリプレイの判断を行うことの重要性
を示しており，教育的である．ただし，われわれの結
論は長時間のメモリーリプレイを否定しているのでは
なく，現在の解析手法では検出が困難であることを指
摘していることに注意してほしい．実際，新しい体験
の後に発現する前初期遺伝子が課題直後のみならず数
時間から 24時間後にも発現していることが知られて
おり，これらが長時間のメモリーリプレイによって誘
発されている可能性が指摘されている 42)．また，現

Fig. 3  
Example of coordinated memory replay in the visual cortex and hippocampus. Firing sequence during behavior (RUN) and during a subsequent 
sleep (POST) frame in the visual cortex (a) and in the hippocampus (b). Visual cortical and hippocampal memory replay that occurs at the same 
time (c). (a) ‘Lap’ in RUN represents the firing pattern during a single running lap on the trajectory. Each row corresponds to a cell and each tick to 
a spike. ‘Avg’ in RUN represents template firing sequence obtained by averaging over all laps on the trajectory. Each curve represents the average 
firing rate of a cell. Cells were assigned to numbers 0, 1, etc. and arranged (01234567) from bottom to top according to the order of their firing 
peaks (vertical lines). ‘Frame’ in POST represents the firing patterns of the same cells in a POST sleep frame. Triangles and circles correspond to 
frame start and end times, respectively. ‘Seq’ in POST represents the firing sequence in the frame. Spike trains were convolved with a gaussian 
window and cells were ordered (0132567) according to the peaks (vertical lines) of the smoothed traces. (b) Hippocampal firing sequences were 
analyzed as in (a). (c) An example of cortical (CTX) and hippocampal (HP) frames that overlapped in time is shown. Each row represents a cell and 
each tick represents a spike. Triangles and circles represents frame start and end times, respectively. The two frames replayed the same running 
trajectory. Data reproduced from ref. 38 with permission.
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在の解析手法は同時記録されたニューロンのすべてを
解析対象にすることが多いため，もし一部のニューロ
ンのみがメモリーリプレイに関係しているとするとそ
の検出力が低下してしまう．したがって，メモリーリ
プレイに関連するニューロンを特定することができれ
ば，それらのダイナミクスが長時間のメモリーリプレ
イを示すことは十分にありうると考えられる．このよ
うな視点に立って，現在われわれはスパイク列クラス
タリングと情報幾何を用いた新しい解析手法でメモ
リーリプレイのデータ解析を進めている 43)．

8. まとめ

本総説では，課題中と類似の神経活動がその後の睡
眠中に再生される「メモリーリプレイ」という現象と，
記銘の初期に海馬に蓄えられた記憶が徐々に皮質に移
行し十分に時間が経つと海馬がなくても想起が可能と
なるという「記憶固定化の仮説」について，これまで
に得られた知見を要約した．ノンレム睡眠中（海馬で
は特に鋭波発生中）には多くのメモリーリプレイが報
告されており，海馬や大脳皮質において時間構造を保
持しつつ圧縮された形で神経活動が再生されているこ

Fig. 4  
Example of (a) and counter example ((b) and (c)) of long-lasting memory trace replay. (a) Artifactual long-lasting memory trace replay is observed if 
template matching correlations are calculated on a partial trace and are compared as if they are recorded at the same time. The upper gray line 
represents template matching correlation computed between templates corresponding to a novel experience and firing activity during post-task 
sleep. The lower black line represents template matching correlation computed between templates corresponding to a familiar experience and 
firing activity during pre-task sleep. Gray and white bands represent room lights on and off, respectively. Note that the gray line stays higher than 
the black line for up to 48 hours, indicating a long-lasting memory trace replay. (b) Artificial template matching data illustrating the necessity of 
whole trace calculation. The black and gray lines correspond to template matching correlation of novel and familiar experiences, respectively. To 
claim long-lasting memory trace replay, it is necessary to show that template matching correlation due to novel experience (black line) is initially 
low during a pre-task sleep (a period before the first vertical dashed line) but increases during a task epoch with novel experience (a period be-
tween two vertical dashed lines) and is sustained over many hours during a post-task sleep (a period after the second vertical dashed line). In addi-
tion, it is also necessary to show that template matching correlation due to familiar experience (gray line) stays low throughout the recording. Be-
cause (a) provides partial information only (black line during post-task sleep and gray line during pre-task sleep), we cannot conclude whether 
long-lasting memory trace replay exists or not. (c, top) Long-lasting memory trace replay is not observed by whole trace template matching calcu-
lation of 50 hour continuous recording. The gray line represents template matching correlation computed by novel experience templates and the 
black line represents template matching correlation computed by familiar experience templates. Light gray and white bands show room lights on 
and off, respectively. Two narrow dark gray bands (both in light gray bands) represent two task epochs with novel experience. The vertical solid 
lines, one to the left and the other in the first narrow dark gray band, represent the time points when the familiar and novel templates were tak-
en, respectively. (c, middle) Choosing a partial template matching correlation. For familiar experience, template matching line (black) is selected 
from the middle of the recording session (between two narrow dark gray bands). For novel experience, template matching line (gray) is selected 
from the last third of the recording session (after the second narrow dark gray band). (c, bottom) The lines selected in (c, middle) are aligned as if 
they were recorded at the same time. This procedure, same as (a), produces artifactual long-lasting memory trace replay, lasting up to 10 hours. 
Note that color assignment (black or gray) of template matching correlation lines in (a), (c) and (b) is reversed. Panel (a) reproduced from ref. 40 
and panels (b) and (c) reproduced from ref. 41 with permission.
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とがわかってきた．一方，レム睡眠中のメモリーリプ
レイについては，海馬において新しい記憶の書き込み
と古い記憶の消去の可能性や課題中よりゆっくりとし
た神経活動の再生が観察されているが，報告数が少な
く，今後のさらなる研究が待たれるところである．
これらの知見は，記憶固定化の仮説におけるメモ
リーリプレイの役割を次のように支持していると考え
られる．すなわち記銘の初期において，ノンレム睡眠
中に海馬で発生するメモリーリプレイが記憶の想起に
必要で，それが大脳皮質でのメモリーリプレイを誘発
する．そして，ノンレム睡眠中にこの現象が何度も繰
り返されることにより大脳皮質間の結合が徐々に強化
され，十分に時間が経つと大脳皮質のみでもメモリー
リプレイが起こるようになる．
しかしながら，メモリーリプレイがシナプスの可塑
性を誘発し記憶の固定化を促進するという直接的な証
拠はまだ得られていないことに注意してほしい．今後
はメモリーリプレイによって実際にシナプスに変化が
起こることを示し，海馬から皮質に至るネットワーク
において記憶が長期記憶として固定化してゆく過程を
丹念に解明してゆく必要がある．このために，単一的
な手法は不十分で，分子，細胞，ネットワーク，個体
レベルというマルチスケールの実験とモデリングなど
の理論研究を融合させることが不可欠であろう．
なお，紙数の制約から総説で取り上げることのでき
なかった話題も多い．本総説を読んで記憶の研究に興
味をもった読者には，最近の英文総説 26), 28), 29), 44)-48)

や，磯村ら 49)や宮本ら 50)による和文総説を勧めたい．
最後に，1人でも多くの皆さんが脳研究に興味をも
ち，脳研究に新しい風を吹き込まれることを期待して
筆を置きます．
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GatDE
 翻訳の際に活躍するアミノアシル化されたトラ
ンスファー RNA（tRNA）の合成過程は，遺伝情報
の流れにおけるかなめ

4 4 4

の反応であるため，どの分
子生物学の教科書でも解説がある．tRNAがもつア
ンチコドンとアミノ酸が正しく対応づけされない
と，ゲノムに書き込まれた遺伝暗号が正しくアミ
ノ酸配列として解読されない．教科書には，20種
のアミノ酸 1つ 1つに特化した 20種のアミノア
シル tRNA合成酵素が存在し，tRNAとアミノ酸を
正しい関係で結合するとあり，まずは納得させら
れる．しかし，さらに教科書を読み進めると多く
の例外が記されており，こんなに重要な過程にさ
え多様性があるのかと驚かされる．
 ここにあげるタンパク質 GatDEは，古細菌で用
いられているアミド基転移酵素である．古細菌と
多くの真正細菌では，グルタミンの tRNAは，グ
ルタミン用のアミノアシル tRNA合成酵素によっ
て作られるわけではない．グルタミン用の合
成酵素をもっていないのである．グルタミン
用の tRNAに，グルタミン酸用アミノアシル
tRNA合成酵素がグルタミン酸を結合し，そ
の後アミド基転移酵素がグルタミン酸をグル
タミンに変える．さらに複雑なことには，古
細菌と真正細菌ではアミド基転移反応を触媒
する酵素群の一部が共通ではない．
 右に描かれた tRNAが中央にある GatEと直 
接相互作用している．ちょうど中央あたりに 
tRNAと共有結合しているグルタミンがある 
ことになる（図には表示されていない）．グ 
ルタミン酸をグルタミンに変化させるために 
必要なアンモニアは，一番左にある GatDで
合成される．アンモニア合成部位とグルタミ

ン酸の距離は約 40 Å．アンモニアはどのようにし
て，グルタミン酸のそばまで輸送されるのだろう
か．このリボンモデルではわからないが，立体構
造を詳細に見ると，両反応部位がトンネルでつな
がっていることがわかる．GatDの シートあたり
からグルタミン酸があるべきところまで，まっす
ぐ左に向かってトンネルがある．分子機械の巧妙
さに驚かされる（PDB1) ID: 2d6f2)）．
 1) Berman, H. M., Henrick, K. and Nakamura, H. 

(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
 2) Osh ikane,  H. ,  Sheppard,  K . ,  Fuka i ,  S . , 

Nakamura, Y., Ishitani, R., Numata, T., Sherrer, 
R. L., Feng, L., Schmitt, E., Panvert, M., 
Blanquet, S., Mechulam, Y., Söll, D. and Nureki, 
O. (2006) Science 312, 1950-1954.

(J. K.)
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1. 両眼視野闘争の脳内部位

融合できないくらい異なる 2つの刺激を左右眼のそ
れぞれで観察すると，単純に重なった像が見えるわけ
ではなく，視野の各場所で 2つの像が交替して見え
る．また，特にどちらかを見ようと意図しなくても，
自発的に交替が起きるのを経験する．これが両眼視野
闘争である（Fig. 1参照）．両眼視野闘争は「見てい
るもの（網膜への画像入力）」と「見えているもの（意
識にのぼる見え）」が単に同じではないことを意味し
ており，「このように見える」という視覚の意識がど
のような神経機構から生み出されているのかというこ
との研究題材としても優れていると考えられる 1)．
おもに 1960年代以降の大脳生理学の発展の中で，

HubelとWieselの業績に代表されるように大脳視覚野
の構造が解明されてきた 2)．左右眼からの情報は網膜
から大脳皮質にいたる視覚経路の途中では基本的には
交じることはなく，大脳視覚野に入ってから初めて相
互作用する．視覚野の入り口にあたる第 1次視覚野
（V1）には，どちらかの眼への刺激だけにもっぱら反
応する単眼性細胞があり，左右の単眼性細胞同士の間
には抑制性の相互結合がある．これらの大脳生理学的
知見から，両眼視野闘争は V1における左右の単眼性
細胞の抑制的相互作用によるという理論がとなえられ
た．つまり，V1において左右眼からの入力が競争し，

一方が他方の単眼性細胞の活動を抑制してしまうため
勝ったほうの眼の画像だけが見える．活動を続けてい
ると神経細胞が疲労するため，やがて今まで抑制され
ていた側の単眼性細胞のほうが盛り返して見えが交替
する，というものである．この理論は V1に着目する
ため低次レベル説とよばれ，単眼性細胞間の相互抑制
を利用したニューラルネットモデルも多数提案され
た 3)-5)．

1990年代後半に Logothetisらの研究グループが，サ
ルの電気生理実験で両眼視野闘争時の脳活動を調べた
結果を報告した 6)-8)．今見えてみるものをレバーで報
告するようにサルを訓練し，両眼視野闘争を起こさせ
ながら脳の神経細胞の活動を電極で記録すると，サル
自身の見えの報告と神経活動との関係を調べることが

生物物理 47（6），378-383（2007）

多義的知覚の心理物理計測から推測される 
離散的な脳内過程
村田　勉　情報通信研究機構未来ICT研究センターバイオICTグループ

Discrete Stochastic Process of the Brain Estimated by Psychophysical Measurement of Ambiguous Figure Perception
Tsutomu MURATA
National Institute of Information and Communications Technology, Kansai Advanced ICT Research Center, Biological ICT Group

Understanding perceptual consciousness is one of the most important problems of the contemporary neuroscience. Because sensory in-
formation is inevitably ambiguous, it is to be clarified how the brain selects and constructs a certain interpretation of the sensory infor-
mation. Such typical phenomena are figure perception such as the Necker cube perception and binocular rivalry, both of which provide 
di!erent conscious percepts during observation of the same visual stimulus and spontaneous alternations between the possible percepts. 
"e present article explains the recent research progress on the brain regions associated with binocular rivalry and common dynamical 
properties to these kinds of ambiguous perception.

ambiguous figure / binocular rivalry / visual awareness / consciousness / stochastic process / psychophysics

Fig. 1.   
An example of stimulus of binocular rivalry. See the two images sep-
arately with your left and right eyes to experience binocular rivalry. 
Skills to see a stereogram are useful.
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できるのである．彼らの結果では，見えの交替と相関
して活動が変化した神経細胞は，低次レベル説でいわ
れたような V1（あるいは隣接する V2という領野）で
は少なかった（20%程度）．むしろ，視覚情報処理経
路の中では最終段階（高次レベル）にあたるといわれ
る下側頭葉皮質において，高い割合（90%）の神経細
胞が見えの交替と相関して活動することがわかった
（Fig. 2）．側頭葉には顔，動物，虫，（人間では）家や
道具といった，対象あるいは特定のパターンに選択的
に反応する細胞が存在している．このことから，
Logothetisらは両眼視野闘争の見えの交替は V1ではな
く側頭葉などの高次レベルにおける対象表現間の競争
によるものであるという理論を提出した．この理論は
高次レベル説とよばれる．さらに，Logothetisらのグ
ループは高次レベル説を支持する心理物理実験も報告
している 9)．両眼視野闘争している左右眼の画像をす
ばやく交換（3 Hzなど）すると，1つの画像が提示さ
れている眼はすばやく入れ替わっているにもかかわら
ず，見えている画像はあたかも画像交換がないときの
ように長い時間スケールで交替することがわかった．
（この実験で用いた刺激は，空間的周波数が 2.5サイ
クル /度の正弦波パターンの格子縞（静止画）を左右
眼それぞれに用意し，直交するように提示したもので
ある．）このことは，交替しているのが左右眼の入力
ではなく，高次の対象表現であるという考えに一致す
るものである．

一方，1990年代には非侵襲脳活動計測法としての
機能的磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance 
imaging: fMRI）が発展し，両眼視野闘争で見えが交替
することに相関して活動する部位を人間の脳について
調べることができるようになった．Tongらのグルー
プは「顔」の画像と「家」の画像を左右眼に別々に提
示して両眼視野闘争を起こさせ，fMRIによって活動
部位を調べた 10)．上述のように顔や家といった対象
は視覚系の高次レベルの活動によって表現されるが，
顔の知覚は紡錘状回，家の知覚は海馬傍回という部位
の活動と結びついていることがわかっている．fMRI
実験の結果，両眼視野闘争で顔の見えが優位になると
きには紡錘状回の fMRI信号，家の見えが優位になる
ときには海馬傍回の fMRI信号が増加した．このこと
は，意識にのぼる見えの交替と側頭葉の領野の活動が
相関しているという Logothetisらの結果（高次レベル
説）と一致するものである．
ところが，低次レベル説を支持する新たな実験的証
拠も見つかってきた．fMRIにより両眼視野闘争時の
V1の活動を調べてみると，高次レベルと同様の相関
した活動が見られることがわかった．Polonskyらのグ
ループは，コントラストが異なる直交する格子縞を左
右眼に与えて両眼視野闘争を起こさせた 11)．V1（お
よびそれに続く V2, V3, V4といった領野）の fMRI信
号の強度変化は，高コントラスト格子縞が見えている
とき増加し低コントラスト格子縞が見えているときに
は低下して，見えの交替と相関していた．また，Tong
らは直交する格子縞で両眼視野闘争が起きているとき
の，盲点に対応する V1の部位の fMRI信号を調べ
た 12)．盲点に対応する V1の部位は同側性の眼のみか
らの入力を受けるが，両眼視野闘争時の fMRI信号は
同側性眼に提示された格子縞が見えるときには増加
し，反対側眼が見えているときには減少した．これら
の結果は，V1でも両眼視野闘争にかかわる活動が起
きていることを示している．サルでは V1で相関した
活動を示す細胞の割合が少なかったので，上記の人間
の fMRI実験は実質的に異なる結果を提出しているこ
とになる．このような差が何の原因によるのかという
点は現在議論されている．
さらに，高次レベル説の根拠として Logothetisらが
提出した心理物理実験 9)に対してもさらなる検討が
加えられた．左右眼間のすばやい画像交換にもかかわ
らず意識される画像がゆっくりと（両眼視野闘争の時
間スケールで）交替する現象は，格子縞を刺激とする
場合には，刺激が少なくとも 2～ 3サイクル /度かそ
れ以上に高い空間周波数をもっており，画像交換も

Fig. 2.   
Percentages of neurons in the visual area of monkeys (macaca mu-
latta) that showed correlated activity with perceptual alternations in 
binocular rivalry (electrophysiological findings) (modified from ref. 8). 
(MT  middle temporal area, MST  medial superior temporal area, 
STS  superior temporal sulcus, IT  inferior temporal cortex)
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3 Hz周辺で行う場合に限って起きることがわかった．
それ以外の場合には，画像交換に合わせて知覚内容も
すばやく交替する 13)．この場合，両眼視野闘争は知
覚像という高次情報ではなく，左右眼のどちらが優位
であるかという低次レベルで決められていることにな
り，低次レベル説が支持されることになる．さらに刺
激の性質を変えて調べると，コヒーレンスの高い刺激
（方向性が揃っている，要素が近接している，など）
ほど，すばやい画像交換に対して知覚像のゆっくりし
た交替が起きる確率が高まることが示された 14)．こ
れらの心理物理実験は，両眼視野闘争において優位性
の切り替わりが起きるレベルは，刺激自体の性質や提
示方法（左右眼画像の交換頻度など）に依存して，高
次レベル（対象の闘争）になったり，低次レベル（左
右眼の闘争）になったりすると考えざるを得ないこと
を示している．つまり，両眼視野闘争の切り替わりを
決定する部位は，ある一定の水準に特定することがで
きないのではないかという考え方が生まれてきた．
一方，上記の fMRI実験では視覚系の領域に絞った
撮像法が用いられていたが，Lumerらは脳全体にわた
る撮像を行った 15)．すると，両眼視野闘争と関連し
た活動は視覚系内に限られるわけではなく，前頭葉
（腹外則前頭前野，背側運動前野，腹側運動前野）や
頭頂葉（上頭頂小葉，下頭頂溝）にわたる複数の部位
がかかわっていることが示された．
ここまでの説明をまとめると，両眼視野闘争におい
て左右眼からの画像情報の選択が起きる部位がどこな
のかという点について，低次レベル説（V1など）と
高次レベル説（下側頭皮質など）が競い合ってきたが，
双方の説を支持する証拠の蓄積と，条件によってレベ
ル間を推移することを示す現象の発見により，むしろ
視覚経路のさまざまな処理水準のプロセスが関与して
いるのではないか，という新しい考え方が提起される
ようになってきた 16)．さらに，最近，fMRIの最新技
術を駆使した研究により，見えの切り替わりに合わせ
て，外側漆状体（LGN）の左右眼優位性反応が切り
替わることが示された．LGNの場合，V1からの
フィードバック信号による V1の活動変化を反映して
いる可能性が高い．また，視覚経路以外の前頭葉や頭
頂葉にわたる複数の部位がどのように関与しているの
かという問題も重要である．このように，両眼視野闘
争の「部位」は固定された単一部位ではなくさまざま
なレベルにわたって複数存在している可能性が高い．
また，LGNにおける反応が示すように，視覚系のい
ずれのレベルで優位性の選択がなされたとしても，部
位間相互作用を通じてその影響が伝搬し，視覚関連部

位の活動がシステム的に一挙に切り替わるということ
も考えられる．両眼視野闘争の研究は，このような
「システム的相互作用」の効果を検討すべき段階に達
したと思われる．しかしながら，依然として，見えの
切り替わりの駆動とその選択の仕組みの解決からは遠
いといわざるを得ない．たとえば，切り替わりを駆動
する役割は一定の部位に限られているが，どのような
見えが選択されるのかは視覚系のシステム的相互作用
を通じて決まってくるという可能性や，駆動も選択も
どちらも特定の部位は決まっておらず，刺激の性質な
どの個別的条件に応じてシステム的に選ばれるという
可能性が考えられる．このような問題に対しては，さ
まざまな階層を同時に計測する電気生理学的研究や，
時間分解能の高い脳磁界計測法（MEG）または脳波
計測法（EEG）などの研究を進めることによって手が
かりが得られてくるものと考えられる．

2. 多義的知覚のダイナミズム

前節では，両眼視野闘争の神経メカニズムが大脳の
単一部位に局在したものではなく，複数の部位間の相
互作用が重要な役割を果たしている可能性が得られて
きていることを説明した．活動の関与が見られた部位
は，両眼視野闘争以外のさまざまな課題（注意や記憶
などを要求する課題）でも活動することがわかってい
る 17)．したがって，両眼視野闘争は特殊な状況下で
発生する特異な現象ではなく，感覚データから視覚的
意識をつくり出す視覚の一般的なメカニズムの働きを
反映するものと考えるべきかもしれない．そのような
観点から，両眼視野闘争と類似した，より一般的な視
覚現象との比較検討を行うことは興味深い．
多義図形知覚は，同じ画像を観察しているにもかか

わらず 2つの異なる見え方が交互に意識にのぼる現象
であり，その点において，両眼視野闘争と共通性があ
る．多義図形には多くの例があるが，有名なものとし
ては「ネッカーの立方体」，「ボーリングの嫁と姑」，
「ルビンの顔と盃」などがあり，それ以外にも見かけ
の動きが 2通りに見える「双安定仮現運動」などもあ
げられる（Fig. 3）．私たちの研究グループは，さまざ
まな種類の多義図形と両眼視野闘争にどのような共通
の（普遍的な）性質があるのかという点について研究
した．そして，両眼視野闘争と多義図形知覚の双方に
ついて心理物理実験を行い，見えが自発的に切り替わ
る時間インターバルの分布形が共通であることを見い
だした（Fig. 4）．切り替わりの時間インターバルがガ
ンマ分布という一定の確率分布によく合うという経験



多義的知覚と脳の離散的確率過程

!"#

則が 1960-70年代から報告されていた 18)-21)．私たち
は，この経験則について多数の被験者（各刺激 20名
程度）と十分な回数の切り替わりを得るだけの観察時
間（各計 1時間，平均 700回の切り替わり）によって
調査し，切り替わり時間を精密に測定した．そして，
実験から得られた時間分布にガンマ分布を最適フィッ
トさせて適合度を定量的に解析することにより，刺激
の種類によらずガンマ分布がよくフィットすることを
明らかにした．
私たちはさらに，ガンマ分布が発生する原因となる
メカニズムを明らかにすることにも成功した．ここで
要点のみ説明すると，ガンマ分布は 2つのパラメータ
，（それぞれ任意の正実数）によって定義される：

 f(t)  
t 1– e t–

  
-------------------

 
(  0,   0, ()  

0



 x1exdx)

数学的には，が自然数のときに限りそのガンマ分
布はポアソン過程という離散的な確率過程から生じる
ことを証明できる．ポアソン過程とは，1回，2回，
と数えられるような離散的な事象が確率的に起きるよ
うなプロセスである．（例として，放射性物質から放
出される粒子をガイガーカウンターで検出するプロセ
スは，粒子が確率的に 1つ，2つ，と飛び出してくる
のでポアソン過程とみなすことができる．）この離散
的な確率事象が 回起きるまでにかかる所要時間の
分布が，その自然数 で決まるガンマ分布となる．
（このとき，単位時間あたりに起きる事象数の平均が
である．）
私たちが心理物理実験で得たガンマ分布のパラメー
タについて調べたところ，のヒストグラムにおい
て，の値が 2，3，4という自然数をとることがわ

Fig. 3.   
Examples of ambiguous figures. (From left) the Necker cube (two distinct perspective), Rubin’s vase and faces, Boring’s young/old woman, and a 
bistable apparent motion stimulus (vertical or horizontal shuttle motion of the disks are perceived in animated presentation).

Fig. 4.   
Outline of the pychophysical experiment. The subjects were instructed to touch a percept-assigned electrode of a finger-touching device according 
to their current percept. For each figure, one hour of observation was comprised of ten 6 min sessions with breaks, during which a substantial 
number of alternations, 700 alternations on average, were reported (modified from ref. 22).
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かった（Fig. 5）．（  5以上にピークがあるのかどう
かは，度数が小さいため判別できない．）このことは
とりもなおさず，両眼視野闘争と多義図形知覚では，
見えが切り替わるまでに 個のサブステップの間を
確率的に遷移していくようなポアソン過程が存在する
ことを意味している．つまり，（  1）個の意識にの
ぼらないサブステップを経て，番目のステップに到
達したとき見えの切り替わりを意識的に経験する，と
いう離散的確率メカニズムがあることになる（Fig. 
6）22)-24)．
ところで，  1のときにはガンマ分布は単調に減
少する指数分布になる．このとき，非常に短いイン
ターバルが多数発生することになるが，今回の心理物
理実験のように被験者が指で見えを報告するような方
法では，少なくとも指の反応時間よりも短いインター
バルは報告しきれない．そこで，ポアソン過程をコン
ピュータシミュレーションし，人間の反応時間程度
（ここでは 280 ms）よりも短いインターバルを除いた
インターバル分布にガンマ分布をフィットさせてみ
た．すると，本来は   1のところに現れるピークが
2側に近いところにシフトした．このことから，人間
の見えの切り替わり分布でももともと   1の分布が
あったのだが，指報告の時間的制限のために   1.6
付近のピークとして観察されたものと考えられる．
以上のように，両眼視野闘争と多義図形知覚の見え
の切り替わりは共通な離散的確率メカニズムによって
引き起こされていると考えられる．このメカニズムを
神経レベルから説明することは今後の課題であるが，
他の研究グループおよび私たちが両眼視野闘争および

多義図形知覚における脳活動を fMRIを用いて調べた
ところ，これらの現象に共通して，後頭葉（前有線
野），頭頂葉（上頭頂小葉），前頭葉（腹外則前頭前野，
背側運動前野，中運動前野，腹側運動前野）などの活
動が認められた 25)-27)．このことは，多義的知覚に共
通な神経メカニズムとして，おもに前頭葉や頭頂葉の
部位がかかわっていることを示唆している．

3.
 展望―部位間相互作用とシステム的状態の 

理解に向けて

多義的知覚という現象は，あいまいさ（多義的）や
矛盾（闘争的）を含む感覚刺激が与えられたとき，脳
がいかにして整合的に意味のある知覚像を意識にのぼ
らせるのか，というプロセスに関するものであると考
えられる．前節までに，両眼視野闘争を引き起こして
いる部位が単一ではなくさまざまな水準に分散し，な
おかつ相互作用の結果，視覚系の全体にわたって活動
に影響が現れると考えられる点，また，両眼視野闘争
と多義図形知覚は共通の離散的確率過程に従い，なお
かつ，fMRIによる調査でも共通の脳活動部位が見ら
れる点について述べた．これらから，意識にのぼる知
覚像を選択して切り替える仕組みを理解するために
は，部位の役割に加えて，それらが相互作用した結果
生じる，システムとしての振舞いを調べる必要がある
と思われる．たとえば，心理物理実験で観察された

Fig. 5.   
Histogram for the parameter  obtained in the human experiment, 
which includes 227 values showing distinct peaks at the natural 
numbers: 2, 3, and 4. See the text for the peak located between 1 
and 2 (modified from ref. 22).

Fig. 6.   
The discrete stochastic mechanism underlying binocular rivalry and 
ambiguous figure perception. Elementary stochastic transitions (a 
Poisson process) between the discrete states occur with a rate of , 
and transition up to the th state causes an alternation of conscious 
percept (modified from ref. 22).
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ミニ特集 脳における情報処理：時間構造の中に情報を埋め込む

「離散的状態」の神経的対応を見いだすためには，シ
ステムを記述することにより適したパラメーター（た
とえば活動の同期度など）を積極的に検討することが
有効かも知れない．また，計測手段に関しても，さま
ざまな階層を同時に計測できるマルチな電気生理学的
手法や，人間の非侵襲計測であれば脳磁界計測法
（MEG）などの高時間分解能をもつ計測法から必要な
情報を取り出すための研究が必要であると思われる．
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1. はじめに

ダイニンは ATP加水分解で得られたエネルギーを
利用して作動する分子モーターの 1つで，細胞内に張
りめぐらされた微小管のマイナス端方向へ運動するこ
とで，さまざまな機能を果たす 1), 2)．動物細胞内には
10種類以上のダイニンが存在するが，それらは細胞
内の機能を指標として，2つのサブファミリー，細胞
質ダイニンと軸糸ダイニンに大別される．細胞質ダイ
ニンはほぼすべての動物細胞に発現し，細胞内物質輸
送，細胞分裂，細胞運動を含む，広範な細胞機能に関
与する 3), 4)．一方，軸糸ダイニンは真核生物の鞭毛や
繊毛に特異的に存在し，それらの波打ち運動を駆動す
る 5)．
このようにさまざまな細胞機能に関与するダイニン
の運動活性は，どのようなメカニズムにより発揮され
るのだろうか？　この疑問に答えるために，ダイニン
の発見以来 40年以上にわたり生物物理学・生化学的
アプローチにより研究が継続されてきたが，いまだわ
たしたちの知識は不十分である．同じ細胞骨格系分子
モーターであるミオシンやキネシンに比べて，ダイニ
ンのメカニズム研究は大きく遅れている．その最大の
要因は，この分子モーターが分子質量 1 MDa以上の
巨大なタンパク質複合体であるため，メカニズム研究
に必須な組換え体の発現系構築が困難であったことに

あると思われる．しかし，近年になってこの問題が克
服され，細胞質ダイニンの組換え体をモーター活性が
維持された状態で得ることが可能となってきた 6), 7)．
また，発現系の確立に加えて，電子顕微鏡観察およ
び，1分子イメージング・力学測定技術が進展したこ
とにより，ようやくダイニン分子の運動メカニズムに
ついて，その一端が明らかにされつつある．
本稿では，ダイニンの運動メカニズムについて，構
造および機能解析により得られた最新の知見を紹介す
る．（1）まず電子顕微鏡データをもとにしたダイニン
重鎖の構造モデルを概説する．（2）次にダイニンのク
ロスブリッジサイクルの詳細，すなわち ATP加水分
解サイクルとモーター活性の共役について現在のモデ
ルを紹介する．（3）最後に，ダイニン重鎖内に存在す
る複数の ATP結合・加水分解部位のおのおのの機能
についての知見を報告する．なお，ダイニンの微小管
上での運動様式については，その詳細が 1分子計測に
より明らかにされつつあるが，本稿ではこの点にはふ
れないので，興味のある読者は文献 7)-11)を参照して
いただきたい．

2. ダイニン重鎖の構造とモータードメイン

ダイニンは重鎖と数種類の中間鎖および軽鎖を含
む，巨大なタンパク質複合体である．この複合体を形
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成するタンパク質のうち，重鎖（分子質量  500 kDa）
がそのモーター活性，すなわち ATP加水分解活性，
ATP感受性微小管結合活性，微小管滑り運動活性のす
べてを担う．以下，ダイニン重鎖の構造的特徴につい
て解説するが，これはおもにその一次配列解析と電子
顕微鏡観察の結果をもとに提唱されているモデルであ
る（Fig. 1）．ダイニン重鎖は AAA（AAA: ATPases asso-
ciated with diverse cellular activities）スーパーファミリー
に属し，1本の重鎖内に 6個の ATP結合・加水分解ユ
ニット（AAAモジュール）をもつ 12)．これら 6個の
AAAモジュールはリング状に配置され，直径約
13 nmにおよぶ大きな円盤状の“ヘッド”を形成して
いる 13)-15)．さらに，ヘッドから 2つ細長い外部イン
ターフェース（“テール”と“ストーク”）が突き出し
ている．テールは他のサブユニットや輸送物質への直
接もしくは間接的結合部位を含む．一方，ストークは
長さ 10-15 nmの逆平行コイルドコイル領域と小さな
球状領域からなると考えられており，ATP感受性微小
管結合部位を内包している 16)-18)．
ダイニン重鎖内でモーター活性に寄与する領域，つ
まりモータードメインについては，細胞質ダイニンの
組換え発現系を用いて検討がなされた．その結果，重
鎖のC末端側 380 kDa部分（380-kダイニン；Fig. 1）で，
十分な運動活性および ATP加水分解活性を発揮する
ことが明らかになった 6)．380-kダイニンは，テール
のC末端側約 550アミノ酸残基とヘッドおよびストー
クの全領域を含み，単頭モーターである 13), 19)．この
テールの 550アミノ酸残基に相当する部分はリンカー
とよばれ，ヘッドと相互作用すると推測されてい
る 20)（Fig. 1b）．また，380-k領域の一次配列は細胞質

／軸糸を問わずダイニン重鎖間で相同性が高く，電子
顕微鏡像もよく似ている．このことは細胞質ダイニン
と軸糸ダイニンが共通の分子機構で作動することを示
唆している．

3. ダイニン重鎖の構造変化と運動活性

ダイニンは AAA型分子モーターであり，特有の構
造を有するが，どのような分子機構で運動活性を発揮
するのだろうか？分子モーターの運動は一般に，ATP
加水分解サイクルに応じてトラックとの結合解離と方
向性のある変位発生が協調して繰り返される，いわゆ
るクロスブリッジサイクルにより引き起こされると考
えられる．ダイニンの場合，ATP加水分解サイクルの
各中間状態と微小管結合解離との関係はある程度対応
づけられていたが，変位発生機構については最近まで
明らかではなかった．しかし，2003年に Burgessらに
よりその構造的知見がはじめてもたらされた 20)．軸
糸ダイニンの 1種である dynein-cのネガティブ染色電
子顕微鏡像を単粒子解析したところ，2つのヌクレオ
チド状態で異なったダイニンの構造が検出されたので
ある（模式図を Fig. 2aに示す）．変位発生前の構造を
模倣する ADP・Vi（Vi：バナジン酸）状態と変位発生
後の構造である apo（ヌクレオチドなし）状態を比較
すると，最も顕著な構造的相違点はテールのヘッドに
対する相対的な角度であった．この結果をもとに，
ヘッド（およびストーク）に対してテールがスウィン
グすることでダイニンは変位および力を発生するとい
う，パワーストロークモデルが提唱された 20)．
この結果はダイニンの変位発生について非常に重要
な構造的基盤を与えたが，クロスブリッジサイクルの
詳細を明らかにするためには，溶液中で ATP加水分
解サイクルに対応したこの構造変化を捉える必要があ
る．そこでわれわれは，組換え 380-kダイニンの利点
を生かして，蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）法に
よる構造変化検出を試みた 21)．具体的にはテールに
GFPを，ヘッド内のさまざまな位置に BFPを挿入し
た 2重蛍光ラベルダイニンを作成し，GFP-BFP間の
FRET効率を測定した（Fig. 2b）．その結果，ダイニン
は，ATP依存的に変化する，少なくとも 2つの FRET
状態（State Iと State II）を取ることが明らかになった
（Fig. 2c）．2つの FRET状態と実際の構造との対応は
現時点では不明だが，挿入した蛍光タンパク質の位置
から考えて，電子顕微鏡観察で予測されたテールと
ヘッドとの間の相対的な角度変化を FRET変化が反映
していると推測される．

Fig. 1  

Structural organization of a dynein heavy chain. (a) Linear diagram of 

the primary sequence of a dynein heavy chain. The heavy chain is 

composed of the tail, head containing six AAA+ modules (AAA1-
AAA6), and stalk. (b) Structural model of the heavy chain, illustrating 

the heptameric ring-like structure of the head, and the elongated 

stalk and tail.
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構造状態を検出するこれらの蛍光プローブを利用す
ることで，ATP加水分解サイクルの各中間状態と構造
状態および微小管結合状態との対応をつけることが可
能となった．ヌクレオチドアナログや変異体を用いて
ATP加水分解サイクルの中間状態にダイニンをトラッ
プした結果を Fig. 2dに示す．ダイニンは，apoおよび
ADP結合状態では微小管に強く結合し（Kd～0.2 M），
State I状態にある．また，ATPおよび ADP・Vi結合
状態では微小管に弱く結合し（Kd  10 M），State II
状態をとることが明らかになった．これらの結果およ
び，速度論的解析を FRET変化と微小管結合解離に適
用した結果（投稿準備中）をもとにした，ダイニンの
クロスブリッジサイクルモデルは以下の通りである
（Fig. 2d）．① apo状態ではダイニンは微小管に強く結
合し，構造状態は State Iをとる．② ATPを結合する
と，その加水分解前にダイニンは微小管から解離し，
続いて構造を State Iから State IIに変化させる．③加
水分解後の ADP・Pi状態では弱い結合かつ State II状
態をとる．④ Pi放出後の ADP状態でダイニンは再び
強い結合状態に入り，その構造を State IIから State I
に変化させる．⑤ ADP放出後にステップ①に戻る．
このモデルでは，微小管の変位を生み出すとされるパ
ワーストロークは，ステップ④で起こることになる．

以上の結果から，ATP加水分解サイクル中に，テー
ルがヘッドに対して動くことは確かだと思われる．し
かし，このテールの“動き”がダイニンの“運動活性”
にどの程度寄与するのかは明らかではなかった．そこ
で次に微小管滑り運動活性評価系を工夫することで，
この点を検討することにした 22)．通常の運動活性評
価系では，ダイニンのテール末端を特異的にガラス表
面に固定し，その上で微小管を滑らせる（Fig. 3b）．
われわれはテールの動きを限定もしくはキャンセル
するために，ダイニンのガラスへの固定部位を変化
させることにした．具体的には，まずテール内およ
びヘッド内の異なった位置にビオチン化タグを挿入
した，8種類の組換え 380-kダイニンを作成した
（Fig. 3a）．次にこれらのダイニンをアビジン－ビオチ
ン系により部位特異的にガラスに固定したのち，そ
の微小管滑り運動活性を測定した．この系でヘッド
を固定した場合，テールの“動き”は微小管滑り運動
に反映されないことに注目していただきたい
（Fig. 3c）．これらのダイニンは，テール末端近傍を固
定したときのみ，速い運動速度（1-3 m/s）を示した
ことから（Fig. 3d），この顕著な運動活性にはテール
の“動き”が必要であることが明らかになった．一方，
ヘッドを固定した場合，3種類のコンストラクトのす

Fig. 2  

ATP hydrolysis cycle-dependent conformational changes in the dynein heavy chain. (a) A scheme illustrating two structures of the dynein-c in apo 

and ADP・Vi states based upon the electron microscopic observations20). (b) Design of double-labeled dyneins for detection of conformational 

changes. In these constructs, GFP and BFP were genetically incorporated into the tail and head domains, respectively. (c) Emission spectra of the 

double-labeled dyneins excited at 380 nm in the presence of 200 M ADP (dotted lines) or ATP (solid lines). The measurements detect two FRET 

states, State I and State II. (d) Model for the cross-bridge cycle of dynein. Panels (b) and (c) are reproduced from ref. 21.
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べてが遅い速度（約 0.05 m/s）で微小管を滑り運動
させた（Fig. 3d, R1, R2, R7）．この結果は，テールの
動き，すなわちパワーストローク以外に，ダイニンの
遅い運動活性を担う第二の機構が存在することを示唆
している．この第二の運動機構の詳細は不明である
が，いくつかの可能性が考えられる．たとえば，ミオ
シンやキネシンの運動機構の一部であると考えられて
いる，方向性のあるブラウン運動によるのかもしれな
い．また，ストークがヘッドに対して動くことに起因
する可能性も考慮する必要があるだろう．

4. 複数の ATP結合・加水分解部位の機能

前節では，単純化のためにダイニン重鎖を 1つの
ATP加水分解ユニットであるかのように扱ったが，実
際にはより複雑な問題がある．重鎖内には複数の ATP
結合もしくは加水分解部位が存在し，これらは協調し
て働いているのである．
ダイニン重鎖が複数の ATP結合・加水分解部位を
もつとする最初の根拠はその一次配列から得られ
た 23), 24)．AAAモジュール（ドメイン）は ATP加水
分解に重要な保存されたモチーフ群を一般的にもつ．
なかでもWalker A（P-loopともよばれる）とWalker B
モチーフが重要である．前者は ATP結合に必須であ
り，後者はその加水分解に必要であるとされている．

ダイニンのヘッドを形成する 6個の AAAモジュール
を見ると，N末端側の 4個，AAA1～ AAA4にはこれ
らのモチーフが一般的に保存されており，AAA5と
AAA6には存在しない 12)．この特徴から，ダイニン重
鎖は最大で 4個の ATP結合・加水分解部位をもつこ
とが予想される．実際，軸糸ダイニンの 1種では，重
鎖 1本当たり 4分子の ATP/ADPが結合することが示
された 25)．また，細胞質ダイニンでは，少なくとも
AAA1と AAA3モジュールが実際に ATP加水分解活性
をもつことが示唆されている 26)．
これら 4個の ATP結合・加水分解部位のモーター
活性への寄与を明らかにするために，それぞれの
Walker Aモチーフに変異を入れた変異体の解析が，
ショウジョウバエ，出芽酵母，細胞性粘菌の細胞質ダ
イニンで行われた 27)-29)．これらの研究ではWalker A
モチーフへの変異導入が ATP結合を阻害することを
利用している．まず，変異体の細胞内局在のようすか
ら，少なくとも AAA1と AAA3モジュールの ATP加水
分解サイクルがダイニンの機能に重要であることが明
らかになった．例として，Fig. 4aに細胞性粘菌由来
380-kダイニンのWalker A変異体の細胞内局在を示し
た．細胞内には数 mMレベルの ATPが存在するため，
野生型の 380-kダイニンは微小管と共局在せず，細胞
質全体に広がる．しかし，AAA1もしくは AAA3モ
ジュールへの ATP結合が変異により阻害されると，

Fig. 3  

Gliding assay with genetically engineered dyneins containing site specific biotin tags. (a) Design of biotinylated dyneins. In these constructs, a bio-
tin tag was inserted into the tail or head domain. (b and c) Schematic drawing of the gliding assay. The tail (b) or head (c) of the dynein construct 

was anchored to the glass surface through the biotin-streptavidin linkage. (d) Microtuble-sliding velocities plotted as log-scale histograms. The dy-
nein molecules were anchored to the glass via their biotin moiety (black bars) or the N-terminal GFP moiety (grey bars). Reproduced from ref. 22. 

Copyright (2006) the National Academy of Sciences, USA.
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微小管と強く共局在する．このことから，モーター活
性に重篤な障害が生じることが示唆された．
次に，各変異体のモーター活性を実際に評価したと
ころ，AAA1と AAA3モジュールでの ATP加水分解サ
イクルの機能は等価ではないことが明らかになった．
Fig. 4bに示すように，AAA1変異体では微小管滑り運
動活性は検出されなかった．しかし，AAA3変異体で
は，速度は野生型の 1/20以下と大きく減少するもの
の，運動活性自体は残存していた．また，微小管結合
解離および FRET変化を指標として，クロスブリッジ
サイクルを解析した結果，AAA1変異体ではサイクル
が全く進行しないことを見出した．一方，AAA3変異
体では，サイクルのステップ①から②まで（ATP依存
的な微小管からの解離および，State Iから State IIへの
構造変化）は進行するが，その後のステップに問題を
生じることが明らかになった（投稿準備中）．以上の
結果から，AAA1の ATP加水分解サイクルはダイニン
の運動活性に必須であり，おそらくクロスブリッジサ
イクルに直接関与するものと思われる．また，AAA3
での ATP結合・加水分解もモーター活性に重要な役

割を果たし，AAA1により駆動されるクロスブリッジ
サイクルを直接もしくは間接に制御していると考えら
れる．さらに，AAA2または AAA4への変異導入も微
小管滑り運動活性に影響を与えたことから，この 2つ
の ATP結合・加水分解部位も制御機構を担っている
可能性がある．実際，軸糸ダイニンでは，ATPもしく
は ADPが制御因子として働き，モーター活性を変化
させることが報告されている 30)-32)．これらの制御は
AAA2～ AAA4モジュールに ATP/ADPが結合すること
により引き起こされると推測される．

5. おわりに

ダイニンは独特の構造と運動様式を有する AAA型
分子モーターであるため，その運動機構の解明は，細
胞骨格系モータータンパク質の運動メカニズムについ
て新たな知見を与えるのみならず，多様な機能をもつ
AAAファミリーの作動機構理解にも大きく貢献する
ものと期待される．最近の生物物理学・生化学的技術
進展はこの運動機構解明に多大な貢献をしており，本
稿で解説したように，ダイニンの構造変化やクロスブ
リッジサイクルについては，ようやく概要が見えてき
たといえよう．しかし，今後明らかにしなくてはなら
ない点はきわめて多い．たとえば，微小管結合部位で
あるストークの問題がある．ストーク先端に存在する
微小管結合部位と AAA1モジュール内の ATP加水分
解部位との間の直線距離は 20 nm以上にもおよぶ．ダ
イニンが運動活性を発揮するためには，この長距離，
しかも長いコイルドコイルを介した情報伝達を行う必
要があるが 33)，これがどのような機構によるのかは
大きな謎である．また，テールの一部であるリンカー
は，ヘッド内の複数の AAAモジュールと相互作用し
ていると推測され，これがパワーストローク発生には
重要であると考えられるが，その詳細は明らかではな
い．これらを含む多くの問題を解決するには，ダイニ
ンの構造についてのわたしたちの知見は不十分であ
る．したがって，今後の最重要課題の 1つはダイニン
の構造を原子レベルの分解能で明らかにすることであ
ろう．最近確立された組換えダイニンの大量発現系を
利用することで，すでにいくつかの研究グループがこ
の課題に取り組んでおり，その成功に期待したい．

謝　辞
本稿中で紹介した著者らの研究は，東京大学大学院

総合文化研究科・須藤研究室で行われた成果である．
共同研究者である，須藤和夫博士，西浦昌也博士，大

Fig. 4  

Functional significance of the four ATP binding/hydrolysis sites in dy-
nein. (a) Representative images of the cells expressing wild-type or 
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tubules driven by the wild-type or Walker-A mutants of 380-k dy-
nein. Reproduced with permission from ref. 29. Copyright (2004) 
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1. はじめに

高分子科学 1)-3)は，その発展の歴史の中で，生体分
子から多くのことを学んできた．生体を構成するタン
パク質や DNAは精巧にデザインされた高分子化合物
である．合成繊維の開発は羊毛や絹の複雑で精巧な高
次構造にいかに迫るかを目標としてきた．高分子材料
の集合体構造をナノスケールで制御するために，生体
膜などにみられる自己組織化機構に学ぶべき点は多
い．一方，高分子科学の生物物理学への寄与も無視で
きないものがある．高分子はソフトマテリアルとして
生体適合性材料に用いられる．単純な繰り返し構造を
もつ高分子は，複雑な生体分子系を理解するためのモ
デル分子としての役割も担っている．高分子の溶液物
性に関する基礎研究も生体系を理解するために重要で
ある．本稿では，このような背景を踏まえ，両分野に
おける計算機シミュレーションの活用について概観
し，高分子研究における計算機シミュレーションの最
近のトピックスを紹介する．

2. 計算機シミュレーションの方法

分子動力学（MD）法 4)-6)は，原子間に働く相互作
用を解析的なポテンシャル関数で近似し，運動方程式
を解くことにより，原子の時々刻々の動きをシミュ

レーションする方法である．分子集合体の構造とダイ
ナミックスを原子レベルで解析することが可能であ
り，統計力学の助けを借りることで，各種熱力学量を
直接得ることもできる．生体分子の分野では，AM-
BER，CHARMM，GROMACSなどのプログラムが，
それぞれ，汎用的な力場（ポテンシャル関数とパラ
メーターのセット）とともに用いられている．高分子
科学の分野においても，これらから発展した力場が用
いられるが，合成高分子にはペプチドや核酸に含まれ
ない原子や結合が存在するため，高分子の種類ごとに
個別の力場が開発され用いられる場合も多い．
各原子を相互作用点として扱うモデルをアトミス
ティック（全原子）モデルという．このモデルでは数
千 –百万原子程度の系について，1–数十 ns程度のシ
ミュレーションを行うことができる．高分子は緩和時
間がマイクロ秒から時間のオーダーにおよぶ場合もあ
るので，粘弾性挙動など，高分子鎖全体のダイナミッ
クスが反映される現象を取り扱うためには，複数の原
子をまとめて 1つの相互作用点として扱う粗視化モデ
ルが用いられる 7)．一方，より詳細な分子構造を解析
する場合や，化学反応や光物性などを扱うためには分
子軌道法（MO法）などの量子化学計算が用いられる．
分子軌道法はMDシミュレーションで用いるポテン
シャルパラメーターを決定するためにも用いられる．
全原子モデル，粗視化モデル，連続体モデルをシーム

生物物理 47（6），390-396（2007）
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レスに接続し，原子レベルからの実用物性予測を目指
す研究も試みられている 8)．本稿では，特に，分子レ
ベルの構造や相互作用がきわめて重要な役割を果たし
ている系を対象とし，全原子モデルを用いた研究を取
り上げる．

3. 高分子の結晶化と構造転移

結晶化はタンパク質の構造決定のための重要なプロ
セスの 1つであるが，合成高分子の分野では，それ以
上に，結晶構造の制御が物性制御のためにきわめて重
要な意味をもつ（高度なエンジニアリングプラスチッ
クスから身近なスーパーのレジ袋にいたるまで）．高
分子の結晶は，複雑な高次構造をとる．たとえば，高
分子鎖は折りたたまれて厚さ 10 nm程度の板状の単
結晶（ラメラ）を形成するが，これらはさらにある核
を中心に放射状に成長し，球形の構造をとる（球晶）．
また，高分子は緩和時間がきわめて長く，溶融状態か
らの冷却過程において，融点よりも高温で構造が凍結
され，ガラス状態になる場合が多い．一般に結晶性高
分子とよばれるものも，結晶とアモルファスの混合物
である．タンパク質ではランダムコイルから天然構造
への折りたたみ現象は，ランドスケープ理論 9)によ
り説明される。この理論にしたがえばタンパク質はエ
ネルギー超曲面に多数存在するローカルミニマムの中
から自由エネルギー最小の構造を巧妙に見いだすこと
ができるとされる．しかし，高分子の結晶化において
は，ローカルミニマムの 1つに構造がトラップされて
しまう確率がきわめて高く，一種のミスフォールド構
造になっていると考えられる．
高分子の結晶化は，工学的にも重要であり，古くか
ら研究が行われてきたが，きわめて複雑な現象であ
り，分子論的な理解にはいたっていない．このため
に，高分子の結晶化をMDシミュレーションにより
再現する試みが行われているが，タンパク質の折りた
たみを計算機で再現するのと同様に，この問題はきわ
めて困難である．鎖のエントロピーが大きく減少する
方向の変化をMDシミュレーションで扱うことは難
しい．山本はポリエチレンの融液からの結晶化過程に
関する一連の研究（総説論文 10)参照）の中で，単純
なばねビーズモデルに直線状構造をとりやすくするた
めの結合角ポテンシャルを導入した．これを，単結晶
面を模した 2枚の壁の間に配置し，結晶成長のシミュ
レーションを行っている．このモデルでは，計算負荷
が軽いこと，鎖が結晶構造のコンホメーションを取り
やすくしていること，および，壁面が安定な臨界核の

役割を果たすことにより，実用的な計算時間で結晶化
過程を観察することが可能となった．しかし，このモ
デルを用いても，融液から完全な結晶を得ることはで
きない．
複雑な結晶多形を示すことも高分子結晶の特徴であ
る．たとえば，シンジオタクチックポリスチレン
（s-PS）を，溶融状態から結晶化させると，条件によ
り 型および 型が得られる．これらの主鎖はトラ
ンス伸びきり鎖である．一方，トルエンなどの有機溶
媒の存在下で結晶化させると，溶媒を取り込んだ包接
結晶を形成する．これを 型とよび，主鎖は s(2/1)2
へリックス構造をとっている．型から溶媒を除く
と，結晶中に空隙が残った準安定結晶 e型が得られ
る．この空隙を分子キャビティーとよんでおり，分離
機能性材料としての応用が考えられている．e型を加
熱するとキャビティーが消失して 型に転移するが，
実験的には 型の構造は決定されていない．われわれ
は，分離機能材料として e型結晶の安定性をMDシ
ミュレーションにより調べていたが，この過程で偶然
に 型への構造転移が生じた．Fig. 1にそのようすを
示す 11)．型結晶の構造は実験では決定されておら
ず，計算機シミュレーションによりはじめてその構造
が同定された 12)．完全な溶融状態から結晶化させて
結晶構造を予測することは，おそらく不可能である
が，既知の結晶構造からシミュレーションを開始し，
温度や外力により結晶構造転移を誘起させることは可
能であり，未知の結晶構造決定の新たな手法となるだ
ろう．

4. 高分子と低分子の相互作用

高分子材料は，純物質として用いられることはほと
んどなく，さまざまな低分子化合物を添加剤として加

Fig. 1  
Thermally induced structural transition of crystalline s-PS from the e 
(left) to  (right) forms, observed by MD simulation at 550 K11). Copy-
right Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2002). Reproduced with 
permission.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.

go.jp/browse/biophys/ではカラーで掲載）
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えて用いられる．また，機能性分離膜は，高分子と低
分子の相互作用を積極的に活用して物質分離を行うも
のである．生体分子における酵素とリガンドの相互作
用と同様に，高分子と低分子の相互作用の理解はきわ
めて重要である．ここでは，高分子結晶中のキャビ
ティーを利用した物質分離の可能性について，計算機
シミュレーションを用いて検討した事例をとり上げ
る 13)-17)．
前述のように s-PSは複雑な結晶多形をとり，e型
結晶には結晶中に分子キャビティーが存在する．Fig. 
2は，s-PSの型および e型結晶について，それぞれ，
MDシミュレーションを行い，結晶中の自由体積を可
視化したものである 13)．ここでいう自由体積は，あ
る半径 Rの球形プローブをマトリックス分子（ここ
では高分子鎖）と重なることなく挿入できる空間（ac-
cessible volume）のことであり，各原子を半径がファン
デルワールス半径（ /2）に等しい剛体球として計
算した．図は，型および e型結晶について，それ
ぞれ特徴的なプローブ半径 Rc（自由体積クラスターが
成長し，ほぼ系全体に浸透する半径）に対して計算し
た結果である．e型には，予想通り，大きな独立した
キャビティーが存在し，これらが細いチャネルによっ
て 3次元的に連結されている（Fig. 2b）．一方，型
においても c軸方向に伸びた 1次元の毛細管状のキャ
ビティーが存在する（Fig. 2a）．このように，同じ分
子でも，結晶形が異なれば自由体積の構造が大きく変
化し，低分子の吸着・透過性に大きく影響を及ぼすこ
とが予想される．以下に，もう少し詳しく両者の違い
を調べてみよう．

e型中に存在する個々のキャビティーは，ベンゼン
や p-キシレンなどの有機溶媒 1分子がちょうど入る
サイズとなっている．また，キャビティーの形状は p-
キシレンを包接しやすい形になっており，m-キシレ
ンや o-キシレンなど，メチル基の対称性の異なる分
子を包接すると大きく変形し，不安定となることが示
された 14)．実際に，p-キシレンと m-キシレンの混合
溶媒から p-キシレンを優先的に吸着することが，実
験により示されている 18)．さらに，結晶に含有させ
るゲスト分子の種類によって自由体積の結合性も大き
く変化し 16)，ゲスト分子の回転運動性も大きく変化
する 17)．このように，e型は吸着性の違いによって
有機溶媒を効率的に分離する能力を備えており，さら
に，温度や外力などによって結晶構造をわずかに変形
させることにより，分離性をコントロールできる可能
性もある．
これに対して，型は 1次元の拡散を利用した効率
的な気体分離に適していると考えられる．結晶中にお
ける気体の拡散挙動を調べるために，種々の気体分子
を挿入し，それぞれ 5 nsのMDシミュレーションを
行った 13), 15)．キャビティー構造を反映し，型では
c軸方向の効率的な 1次元拡散が観測された．e型で
は，気体分子はほとんどの時間各キャビティー中で振
動しており，隣のキャビティーへのジャンプ運動の確
率はかなり低く，型とは対照的であった．気体の透
過係数 Pは，溶解・拡散モデルにしたがって，P  DS
により得られる．ここで，Dは気体の拡散係数であ
り，平均二乗変位から計算される．また，Sは溶解度
であり，粒子挿入法を用いて計算できる．型結晶に
ついて 300 Kにおいて計算した結果を Table に示す．
実験では単結晶が得られないので直接比較はできない
が，結晶化度 0.31の 型結晶における透過係数の実
験 値 は PO2

  4.6  0.2 Barrer，PCO2
  17  1 Barrerで あ

り 19)，計算値と同程度のオーダーである．透過係数

Table 1  
Diffusion coefficients D, solubilities S, and permeability P of gases in 
 form of crystalline s-PS calculated by MD simulation at 300 K

Gas Da) Sb) Pc)

O2 4.3 2.0 8.5

N2 3.0 0.4 1.1

CO2 4.4 15.8 69.7

CH4 0.7 0.8 0.6

a) One dimensional along c axis, in a unit of 106 cm2/s.
b) In a unit of 104 cm3 (STP)/cm3 cmHg. STP: Standard temperature 
and pressure.
c) In a unit of Barrer ( 1010 cm3 (STP) cm/cm2 s cmHg).

Fig. 2  
Projections of one of the continuous free-volume clusters in (a)  
form and (b) e form of s-PS, accessible for probes of radius 0.7 and 
0.6 Å, respectively. Note that there are many other similar clusters in 
the unit cell13). Copyright Elsevier (2003). Reproduced with permis-
sion.（本図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/

browse/biophys/ではカラーで掲載）
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の比から気体の分離係数を求めることができる．たと
えば，PO2

/PN2
  7.7となり，酸素富化膜として利用で

きる．また，PCO2
/PCH4

  116となり，メタンと二酸化
炭素を効率よく分離できる．前述のように，高分子の
単結晶を得ることは非常に難しいが，もし単結晶を作
ることができれば，非常に高性能な分離膜となる可能
性があり，磁場配向などにより配向単結晶を得る試み
が進行している．
高分子膜中における低分子の透過係数は，膜中の
キャビティーのサイズや形といった幾何学的な要因，
高分子－低分子間の相互作用エネルギーに基づく要
因，および，高分子鎖の運動性により決まる．現在，
実用的に行われている膜分離では無定形高分子が用い
られており，分離性能向上に限界があるが，結晶を用
いることにより幾何学的な要因を精密にコントロール
できるようになる．一方，生体膜中のイオンチャネル
においては，特異的なサイトに働く相互作用によっ
て，きわめて高い選択性が実現されている．より高性
能な分離膜を設計するためには，このような生体膜の
機能も取り込む必要がある．

5. 高分子の水和と体積相転移

親水性高分子と水からなるヒドロゲルは，ソフトな
機能材料として注目されている．親水性高分子の水溶
液には，低温では溶解するが，ある温度 Tc（下限臨界
共溶温度，lower critical solution temperature, LCST）以
上で相分離を起こすものがある．これを共有結合や水
素結合により架橋したものは温度応答性ゲルともよば
れ，低温では膨潤，高温では収縮する．この現象を体
積相転移 20)といい，ドラッグデリバリーや人工筋肉
への応用が考えられている．また，ヒドロゲルはタン
パク質の水和を理解するためのモデル分子の役割も
担っており，物理化学的な観点から研究が進められて
いる 21)-23)．
高分子溶液の相分離挙動を説明するために，伝統的
に，格子モデルに基づくフローリー－ハギンス理
論 3), 24), 25)が用いられてきた．溶媒と高分子が完全に
分離した状態を始状態，ランダム混合した状態を終状
態とすると，平均場近似により，混合の自由エネル
ギーは次のようにあらわされる．

 Fmix  kBT{N0ln0  N1ln1  (N0  nN1)01} (1)

ここで，添字 i  0および 1は，それぞれ，溶媒お
よび高分子を表し，Niは分子数，iは体積分率，nは

高分子の重合度（タンパク質の残基数に相当する）
である．  z/kBTは相互作用パラメーターとよば
れ，i–j種間の相互作用エネルギーを ijとすると，
    (  )/2であり，zは格子モデルの隣接サ
イト数である．かっこ内第 1，第 2項は混合エントロ
ピーの寄与（溶媒の構造化などの寄与は含まれない）
を表し，第 3項は混合エネルギーに相当する．有機溶
媒系の高分子溶液では が正の値となり，が大きく
なると Fmixの体積分率依存性に変曲点が現れ，共通
接線で求められる 2つの濃度の溶液に相分離する．性
質がよく似た溶媒と高分子の組み合わせでは   と
なり溶解する．また，高温では が小さくなり，溶解
しやすくなる．
水溶液の場合は，水の構造化に伴うエントロピー
変化を考慮する必要がある．希ガスやメタンなどの
疎水性分子が水に溶解すると，水分子が溶質を取り
囲むようにかご状の水素結合ネットワークを形成し，
水分子の配向エントロピーが減少する．これを水の
“構造化”という．Fig. 3に示すように，2分子が水中
に離れて存在するよりも，会合しているほうが，疎
水分子の影響を受ける水分子数が減少する．した
がって，会合体形成に伴う系全体の配向エントロピー
（Sh）の変化は Sh  Sagr  Siso  0である．ここで Sisoお
よび Sagrは，それぞれ，疎水分子が水中で孤立してい
るとき，および，会合しているときの，系全体の水分
子の配向エントロピーである．会合体形成に伴う系の

Fig. 3  
Illustration of hydrophobic effect. The number of structured water 
molecules in the system decreases by aggregation of hydrophobic 
molecules; reorientational entropy of water molecules is released.（本
図は，冊子体ではモノクロ，電子ジャーナルhttp://www.jstage.jst.go.jp/browse/ 

biophys/ではカラーで掲載）
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自由エネルギー変化は，ポテンシャルエネルギー変化
を U，混合のエントロピー変化を Smixとすると，

 F  U  T(Smix  Sh) (2)

と表わされる（この式では会合状態が終状態となって
いる）．会合体形成により一般に Smix  0となるが，
Smix  Sh  0であれば，仮にポテンシャルエネルギー
変化 Uが正であっても，ある温度以上では F  0と
なり，会合体を形成する方が安定となる．これが疎水
性相互作用 26)であり，タンパク質や高分子の水和に
おいても重要な役割をはたしていると考えられる．
有機溶媒系の高分子溶液は低温で相分離し，高温で
溶解する．タンパク質も高温では天然構造がほどけて
ランダムコイル状態となる．これらとは逆に，LCST
をもつ高分子水溶液は高温で相分離する．この理由と
して 2つの考え方ができる．1つは，低温では親水基
に水分子が結合し（結合水），高分子鎖が“水分子の
衣を着た”状態となって相溶しているが，高温では水
分子がはがれて鎖が疎水的となるために相分離が生ず
るというものである．フローリー－ハギンス理論の枠
内で考えるなら，Tcを境として高温側で が急激に
大きくなり，相分離すると解釈できる．もう 1つの考
え方は，疎水性相互作用に基づくものである．高分子
の場合，鎖のコンホメーション変化に伴う配座エント
ロピー変化 Sconfを含めて，

 F  U  T(Smix  Sh  Sconf) (3)

と表され，Uが正でも (Smix  Sh  Sconf)  0であれ
ばF  0となる可能性がある．LCSTをもつ高分子は，
一般に，親水基とともに大きな疎水基をもっており，
疎水性相互作用により Sh  0である．これにより Tc

以上ではF  0となって分子鎖が会合し，相分離が生
ずると考えることができる．前者の考え方は，溶媒－
高分子間のポテンシャルエネルギーの温度変化による
とするものであり，後者は溶媒の構造化に伴うエント
ロピー変化に起因するとする考え方である．温度依存
性は，前者では の温度変化として，後者では (3)式
の Tで導入される．
では，上記の 2つの考え方のどちらが正しい見方で
あろうか．タンパク質は，ランダムコイル状態から天
然構造に自発的にフォールディングする．この過程に
おいて配座エントロピーが大きく減少し，Sconf  0と
なるが，疎水ドメインが凝集することにより水分子の
配向エントロピーが解放され，Sh  0となる．結果

としてF  0となるために，自発的なフォールディン
グが生ずるとする考え方が一般的である 9)．疎水性相
互作用が重要な役割を果たしているのである．この類
推から，高分子が LCSTをもつ理由も，同様に，疎水
性相互作用に基づくと考えられる．タンパク質の場合
は，フォールディングにより へリックスや シー
トなどの安定な構造が形成されるため，U  0であ
り，エントロピー項 TSは全体としては正になって
いる．温度に対する傾きは正であり，高温ではランダ
ムコイルの方が安定となる．一方，LCSTをもつ高分
子では，収縮状態で特別な構造をもたないため，U
や Sconfは Fに対して大きな寄与がなく，TShの項
（温度に対する傾きが負）が大きく効いて，高温で相
分離（収縮）すると考えればよさそうである．しかし，
高分子科学の分野では，前者の，温度による鎖の親水
性の変化で説明される場合も多い．

Fig. 4は，体積相転移を生ずる代表的な高分子であ
るポリ N-イソプロピルアクリルアミド（PNIPAM）
の水溶液（Tcの実験値は約 310 K）について，高分子
－水間の水素結合数の温度依存性を調べたものであ
る 21), 27)．重合度 20の PNIPAM鎖 1本と水 2000分子
とからなる系について，各温度について 1 nsのMD
シミュレーションにより求めた．温度が上昇するにつ
れて水素結合数は減少するが，ある温度において急激
に水素結合数が減少するようなことはない．分子間相
互作用の観点から考えても，わずかな温度変化で水素
結合の安定性が大きく変化することは考えにくい．し
たがって前者の考え方は妥当ではないように思われ
る．この矛盾を解決するために，協同性水和の考え方

Fig. 4  
Temperature dependence of hydrogen-bond numbers between poly-
mer and water, calculated for  N-H and  C  O groups of poly(N-
isopropylacrylamide) by MD simulation. Solid lines are guides to the 
eye.
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を導入し，Tc付近で連鎖的に水素結合の脱着が生ず
ることにより，一次転移的なシャープな転移が生ずる
とする理論モデルも提案されている 28)．
一方，後者の，疎水性相互作用に基づく考え方が正
しいとすると，疎水基の周囲で水分子の配向エントロ
ピーが減少しているはずである．Fig. 5は PNIPAMの
疎水基の周囲，親水基の周囲，および，バルク領域に
おける水分子の双極子ベクトルについて，MDシミュ
レーションにより計算した配向時間相関関数であ
る 22), 27)．これが直接，配向エントロピーと対応する
とは必ずしもいえないが，疎水基の周囲で水分子の再
配向が抑制されていることは確かである．ただし，親
水基の周囲においても，水分子の再配向が強く抑制さ
れている．希ガスやメタンなどの球対称分子の水和と
違って，複雑な分子構造をもった高分子の水和は単純
に疎水性相互作用では説明できないようである．
水素結合が安定であるという場合に，平均結合数と
ともに，その寿命も重要な意味合いをもつ．MDシ
ミュレーションの結果 22)によると，高分子－水間の
水素結合は 1 ps以下のきわめて短い時間で結合と解
裂を繰り返している．ただし，同じ組み合わせの水素
結合が何度も再生成されるため，実際に実験で観測さ
れる水素結合の寿命は，この同じ組の結合の相関がな
くなる時間であると考えられる．MDシミュレーショ
ンでは，これは水素結合相関関数の緩和時間として求
まる 22), 23)．300 Kにおける緩和時間は数十 ps程度であ
り，高分子鎖が“水分子の衣を着た”というには短す
ぎる．ただし，水素結合相関関数は単指数関数では
フィッティングできず，広いタイムスケールにわたる

緩和成分をもつ拡張指数型となる．これは，水素結合
ネットワークの集団運動性を反映したものであると考
えられ，一部に，非常に長寿命の水素結合が存在して
いる．また，緩和時間は水溶液の濃度や温度によって
も大きく変化する 23)．LCSTをもつ理由として疎水性
相互作用が重要な役割を果たしているといえるが，こ
れに加えて，水分子と比べて何桁も長い緩和時間をも
つ高分子鎖の存在，および，集団運動性をもつ水分子
が，高分子鎖の網目によって区分化されることにより
受ける影響も無視できないと考えられ 21)-23)，これら
の定量的理解が望まれる．

6. おわりに

高分子物理化学における計算機シミュレーションの
活用について，結晶化，低分子との相互作用，およ
び，水和現象に焦点を当てて解説した．これらにおい
ては，分子レベルの構造や相互作用がきわめて重要な
役割を果たしており，全原子モデルによる研究が適し
た系である．これら，高分子科学の分野で進められて
いる研究は，視点を変えれば，生物物理学の分野にお
けるさまざまな問題を解明するための基礎となるもの
であり，高分子物理化学の立場から生命科学分野への
貢献が期待される．その一例として，タンパク質凝集
体の研究があげられる．
アミロイド線維 29)に代表されるタンパク質凝集体
は，アルツハイマー病 30)や狂牛病 31)など，神経変性
疾患の原因となり，凝集体形成のメカニズムや凝集体
が生理活性におよぼす影響を明らかにすることが急務
となっている．最近，タンパク質凝集体を対象とした
研究がさかんに行われ，多くの成果も発表されている
が，メカニズム解明のためには，凝集体の核形成とそ
の安定性，臨界核の成長，線維状凝集体が細胞内溶液
におよぼす摂動の効果，および，これらに対する水分
子の役割など，解決すべき問題が多数ある．これら
は，生化学よりもむしろ物理化学の問題である．アミ
ロイド線維の成長は，まさに，溶液中における高分子
の結晶成長そのものであり，高分子鎖の結晶化や多形
現象との関連性も興味深い．アミロイド線維が作る分
子場が生体内の水におよぼす影響は，制限された空間
における水の性質 32)と対比することにより，理解が
進むであろう．
高分子科学と生物物理学はきわめて近い関係にあり
ながら，これまで，研究者間の交流が少なかったよう
に思う．今後，異分野間のコラボレーションにより研
究が大きく進展し，生物物理の諸問題，たとえば，神

Fig. 5  
Orientational autocorrelation functions (ACFs) of water molecules 
around hydrophilic and hydrophobic groups of poly(N-isopropylacryl-
amide) compared to that in bulk water, obtained by MD simulation 
at 300 K.
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. はじめに

4歳の娘と遊んでいると，「なんで？」「どうして？」
を連発され，返事に困ることがあります．最近では，
「なんでかみはぬれるとすぐやぶれるの？」と聞かれ，
「う～ん」と固まってしまいました．人は理解不能な
現象を目の当たりにすると「なぜだろう？」「どうし
てだろう？」という疑問を抱きます．そしてその理由
を知りたいと願います．この素朴な気持ちが研究者の
原動力であると思いますが，ここで重要なことは，こ
の疑問の前には厳然たる現象があるということです．
私自身，小学生の頃「なぜ回転しているコマは倒れな
いのだろう？」と不思議でなりませんでした．しか
し，誰が回しても回転しているコマは倒れないし，回
転が止まると倒れてしまいます．従兄弟に初めて地球
ゴマを見せてもらったときは，不思議でならず，長時
間いろいろな回し方をして遊んだことを今でも鮮明に
覚えています．このような体験を重ねた後に，慣性，
摩擦，ジャイロスコープの原理などを学校の授業で聞
くと，これらの原理を実感と共に学ぶことができま
す．また，何よりも知りたいという気持ちが強いため
一生懸命勉強します．幼い頃から多くの自然に触れ，
さまざまなことを経験し，それらについていろいろと
考えることは，学習意欲を向上させるばかりでなく，
研究者としての素養を培うことにもなるのではないで
しょうか．
ところが，最近の子供たちは自然とのふれあいが少
なく，昔の子供たちと比べて実体験が多くありませ
ん．最近，講義中に生物の自然発生説を否定したフラ

ンチェスコ・レディの実験について説明したとき，死
んだ魚にウジがわくという話を紹介しました．多くの
学生がそれを納得した顔つきで聞いていましたが，
3割くらいの学生がきょとんとした顔つきでこちらを
見ています．なぜかと聞いたら，放置された死体が腐
り，ウジがわくのを見たことがないとのことでした．
また，ウジを知らない学生すらいました．自然に囲ま
れた宮崎でこれですから，もしかしたら都会の子供た
ちはもっと知らないのかもしれません．確かに，賞味
期限，消費期限が厳密に管理され，それを少しでも超
えてしまうと大問題となる現代社会では，そういう学
生がいるのもうなずけます．
話はそれましたが，上述したとおり，厳然たる現象
がまず存在し，人はそれを見てその仕組みを知りたい
という気持ちが湧き出ます．ところが，高校や大学の
教育現場ではどうでしょうか．たとえば，実験・実習
については，まず初めに原理原則を学び，完全にそれ
らを理解した上で，最終確認という位置づけで実験し
ているのではないでしょうか．実験を指導する側も，
「なぜそんなことを知らないのか？」「ちゃんと予習し
てこいよ！」とついつい怒鳴ってしまっているのでは
ないでしょうか．しかしそうなると，実験は予想通り
の結果しか出ない，つまらなくて面倒くさいものと
なってしまうでしょう．最近，子供たちの理科離れが
問題視されていますが，その原因の一端に子供たちの
実体験不足があるのかもしれません．もしかしたら，
現在の理科の得意な子供たちの中には，試験の際の暗
記が得意なだけの子供が多く，実体験に基づく根っか
らの理科好き人間は少ないのではないかと心配してし
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まいます．実体験の少ない子供たちが中学，高校，大
学へと進学します．そして，結果がどうなるかわから
ない卒業研究に取り組むことでようやく科学の面白さ
に気づいたときは，時すでに遅し，卒業論文を書き上
げてしまい，就職が目前に迫っているのです．こうし
て大科学者になったであろう優秀な人材が他の世界に
流出してしまっているのかもしれません．
前置きが長くなってしまいましたが，こうした状
況の中，日本の 6・3・3・4年の教育体系の中にあっ
て，6・3・5・2年の特異な教育体系である高等専門
学校（高専）の教育に注目していただきたいと思いま
す．高専はもともと我が国の高度経済成長を背景に
設置された，「実践的技術者の養成を目指し，中学校
卒業者を入学資格とする 5年制の高等教育機関」です
が，最近では約 4割の学生が大学や専攻科に進学する
ようになり，企業や大学において研究者として活躍
する者も多くなってきました．そこで，本稿では，
一般になじみの薄いであろう高専における教育の特
色を紹介し，もともと技術者を育てるために組まれ
た高専の実践的教育が，研究者を育てるためにも有
効であるかどうかということに焦点をあてて考えて
みたいと思います．

. 高専とは

全国の高専入学定員は合わせても 1万人程度であ
り，約 120万人いるとされる高等学校等進学者，約
60万人の大学等進学者の数からすると，高専は圧倒
的に小規模の教育機関です．それゆえに知名度は低
く，高専の制度自体がよく知られていないというのが
現状です．実際に高専という名前を出すと，「ああ，
ロボコンの…」という話で終わることが多く，知名度
が低いなあと実感します．そこで，高専とはどういう
教育機関であるか本章で簡単に紹介します．
国立高等専門学校は 1962年，産業界からの強い要
望に応え，実践的技術者を育成する高等教育機関とし
て創設されました．2004年，大学の法人化と同時に
全国 55国立高専が 1つの法人にまとめられ，独立行
政法人国立高等専門学校機構（以下高専機構と略す）
が誕生しました（国立高専以外にも，公立 4高専，私
立 3高専が設置されています）．高専機構全体で約
900億円の収支規模（2006年度）ですから，全国 55
高専を合わせて，1つの総合大学と同程度の規模であ
ると考えればよいでしょう．高専は「職業に必要な実
践的かつ専門的な知識を有する創造的な人材を育成す
る」（独立行政法人国立高等専門学校機構法第 3条）
という目的をかかげ，中学卒業後の若い人材を受け入

れて 5年間一貫教育を行います．1992年より順次専
攻科の設置が認められ，これまでに 54高専で専攻科
が設置されました．専攻科とは，5年間の教育（専攻
科に対して本科とよぶ）の後に上積みされた 2年間の
教育課程のことです．専攻科の課程を修了し，なおか
つ大学評価・学位授与機構の定めた条件を満たしたも
のは，学士の資格が得られます．また，JABEE（日本
技術者教育認定機構）認定プログラムを修了した専攻
科卒業生は，申請するだけで技術士補の免許を取得で
きます．技術士補の免許があれば「技術士」の資格を
取るとき，一次試験が免除されます．本科，専攻科と
も授業料が大学の約半額と安いため，高専には，成績
優秀だけれども経済的に恵まれていない学生が多いと
いわれます．

Fig. 1は高専制度と高校，大学，大学院の制度を学
年別に比較したものです．中学校卒業後に高専，また
は高校に入学しますが，高専は学科制をとっているた
め，入試を受ける時点で志望学科を指定しなければな
りません．そのため，偏差値に囚われず，理科や工作
が好きで，自分の進路は理工系のこの分野だと中学時
点で意識した学生が多く受験します．また，多くの高
専が地元でトップクラスかそれに次ぐ進学校程度の難
易度であり，比較的成績優秀な学生が入学してきま
す．基本的には 5年間一貫教育ですが，高校 3年から
高専 4年への編入学制度もあります．そして高専 5年
を卒業後，学生は就職するか，大学または専攻科に進
学します（2006年度の進学者のうち大学編入学者は
63%，専攻科入学者は 37%）．ほとんどの国立大学の
工学部が高専からの編入学生を受け入れており，生物
系であれば工学部以外に理学部，農学部等にも編入学

Fig. 1  
高専・専攻科の教育制度
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できます．専攻科を卒業後は就職するかまたは大学院
に進学します．

2005年度の高専機構のパンフレットには，高専教
育の特色として以下の 5点が挙げられています．
（1） 中学校卒業後の早い年齢段階から 5年（商船学科

は 5年半）の一貫した専門教育
（2） 理論的な基礎の上に立っての実験・実習・実技を

重視した実践的技術教育
（3） 少人数クラス編成，さらに教授，助教授（現在は

准教授）などの教育スタッフによるきめ細かな教
育指導

（4） 卒業生に対する求人倍率約 13倍，就職希望者の
就職率 98.5%

（5） 卒業生の約 4割が高専専攻科へ進学，または大学
3年次へ編入学

（1），（2）に関しては，大学のセンター入試とは関
係なく講義を組めるため，高校の年代にあたる本科
1～ 3年でも専門科目や多くの実験・実習科目が組み
込まれています．高校を知識の詰め込み教育機関とす
ると，高専は技術の詰め込み教育機関といえるかもし
れません．そのため，一般教養科目にかける時間は必
然的に少なくなってしまいます．実験・実習科目の時
間については学校や学科によってばらつきがあるの
で，ここでは私が勤める都城高専物質工学科（生物工
学コース）について例を挙げます（Table 1）．本学科

では，本科 1–3年の専門科目だけで実働時間数 250時
間の実験が実施されます．これ以外にも一般科目の物
理学や化学でも実験が相当時間組み込まれており，高
校と比較して実験・実習の時間が多いということがお
わかりいただけるかと思います．本科 4，5年，専攻
科ではさらに実験・実習時間が増加します．それに加
え，学生は本科 4年および専攻科 1年の夏休みに，企
業等で実務実習（インターンシップ）を体験します．
また，専攻科の履修科目である創造工学演習では，異
なる専攻の学生と共に 1つのチームを作り，それぞれ
の専門性を生かして多機能ロボットの制作に取り組ん
でいます．このように，実務実習や創造工学演習のよ
うな，自分の専門以外の分野での実体験も積むことが
できるようになっています．卒業研究や専攻科特別研
究（専攻科の卒業研究）については時間割で組まれて
いる時間数のみをあげていますが，それ以外の時間に
も取り組んでいるため，実際はこれよりさらに実験・
実習時間は長くなります．卒業研究では，大学と同
様，各研究室に所属して 1つの研究テーマに取り組
み，卒業論文の提出と発表が課せられています．専攻
科を卒業するまでに 3年間研究室に所属して研究に取
り組むことができるため，多くの専攻科生は学会発表
を経験します．本高専では，専攻科の卒業要件の 1つ
に，学会など外部での発表が義務づけられており，在
籍中に 1回のみではありますが発表する学生には後援
会から旅費が支給されます．以上のように，即戦力と
なる実践的技術者を育てるために，高専では中学卒業
後の早い段階から多くの実験・実習に取り組むと同時
進行で理論を学びます．若いときからさまざまな実験
に取り組み，それと同時にその原理原則を学ぶ，すな
わち理論と実践が一体となった高専型実践教育は，単
に技術者の卵を育てるだけではなく，現在の実体験不
足の子供たちを研究者の卵として育てるために非常に
有効な手段なのではないかと考えます．
（3）については，高専の設置基準で本科では 1学科

1クラス 40名が，専攻科は 1学科 4名が標準となっ
ています．実験・実習に使用する器具類も整ってお
り，教員が学生の前で実験してみせるのではなく，
個々の学生それぞれが自分自身で手を動かし実験を行
います．また，全国 55高専の専門学科全教員（講師，
助教を含む）のうち 76%（2006年度末時点）が博士
号を取得しており，現在さらにその比率は高まってい
ます．そのため，各学問分野の最新情報を，大学受験
に遠慮することなく紹介することができます．
（4），（5）については，2006年度のデータでは企業
の求人倍率が 20.7倍であることからわかるとおり，

Table 1  

都城高専物質工学科（生物工学コース）の実験・実習系科目の実
時間数

科目
実時間数 

［時間／年］

本科 基礎化学実験（1年）  50

分析化学実験（1・2年） 100

無機化学実験（3年）  50

有機化学実験（3年）  50

物理化学実験（4年）  50

機器分析実験（4年）  50

生物工学実験（4年）  50

生物反応工学実験（5年）  50

卒業研究（5年） 300

実務実習（4年）  40

専攻科 物質工学特別実験（1年） 150

創造デザイン演習（1・2年） 100

専攻科特別研究（1・2年） 525

実務実習（1年） 120
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高専は産業界からそれ相応の評価は得られていると
いってよいかもしれません．一方で，高専卒業者のう
ち 2006年度の進学率は 43.1%であり，延べ 3849名
の学生が大学や専攻科に進学します．多くの就職口が
あるにもかかわらず，あえて進学する学生の最多の動
機は研究者になりたいというものです．実際に，大学
や専攻科に進学した学生の多くが大学院まで進み，企
業の研究職，大学や高専の教員として現在活躍してい
ます．このような背景のもと，高専側でも研究者養成
を意識した教育が行われ始めており，その延長線上に
専攻科学生の学会発表義務化があります．
以上に述べたとおり，高専では一般教養科目の時間
を削り，かなりの時間を専門科目や実験・実習に費や
します．これが，どのような利益や，逆に弊害をもた
らすでしょうか．

. 実践的教育の可能性と弊害

まず，実践的教育の可能性（利点）について述べま
す．私自身，高専卒業後に大学に編入学し，幅広い教
育機関での非常勤講師の経験，ポスドクの経験から多
くの学生や研究者を見てきました．その中で，高専生
の特徴について共通していえることは，実験が非常に
うまいということです．手を動かすことがうまいとい
うことは，実践的技術者を目指し，多くの実験実習科
目を組み込んだ教育体系であることから当然といえば
当然であります．また，中学時点で理工系に進みたい
と決断した目的意識の高い学生がほとんどであり，そ
もそも実験や工作が好きで好きでたまらないという学
生が多いということもあるのかもしれません．高専生
は複雑な実験であっても正確にこなし，信頼できる
データを出してきます．加えて，実験することに対し
て抵抗感がほとんどないため，さっさとスケジュール
を決めてすぐ実験に取り組みます．また，これには個
人差があり全員に当てはまるものではありませんが，
多くの実験・実習を経験しているため，どういう器具
を使ってどういう実験を組めばよいのか，研究の計画
を立てることがうまい者が多いように思います．ま
た，高専では手を動かすだけでなくその理論も同時に
学べるよう，実験科目，専門科目，一般科目がくさび
形に組まれており，それがきちんと機能しているかど
うか定期的にチェックが行われています．そのため，
科学の原理・原則が実体験と結びついて体にたたき込
まれるため，実験中の突発的な問題に対しても臨機応
変に対応できる学生が多いように思います．
次に高専教育の弊害について考えてみます．高専生
は手はよく動かすが，頭は動かさないといわれること

があります．多くの実験・実習に取り組むため，細か
いところまで理屈を考えすぎては実験やレポートをこ
なせなくなり，ついには頭を使わなくなってしまう学
生が出てくるということも事実です．以前，ある大学
の先生からお聞きした高専生らしいエピソードを紹介
します．大学に編入したある学生が 10セットのサン
プルを計測するという計画で実験を始めたところ，
1セット目，2セット目で明らかにおかしなデータが
出ました．その原因が実験のミスにあり，それ以上実
験しても意味がないということは少し考えればわかる
ことでした．しかし，その学生は徹夜してひたすら意
味のないデータを取り続けたというものです．これ
は，小賢しい者が机上の空論のみに終始し，実験に取
り組まないことと正反対の問題でありますが，ある意
味それ以上に罪深いことです．なぜなら，無駄な研究
費（税金）を使ってしまうからです．
もう 1つの問題として，実験・実習時間を増やした
ため，語学を含む一般教養科目の時間が削られている
ということも挙げられます．研究者には研究能力だけ
が備わっていればよいのではなく，コミュニケーショ
ン能力も必要となります．研究した成果を世の中に発
表しなければその研究は認められないわけであり，研
究費獲得のためにも自分の研究を説明できる能力が必
要です．コミュニケーションのためには語学やさまざ
まな教養が必須であり，これが身についていないと独
立した研究者として研究室を運営することは困難であ
るでしょう．ただ，語学，特に英語については，最近
では技術者の世界でも必須になりつつあるため，高専
でも力を入れるようになってきました．企業に就職
し，主として製造技術の部門で働く高専卒業生は，外
国で工場を立ち上げる際に先遣部隊としてその地に乗
り込み，工場の設計，工事，そして立ち上げ後の現地
従業員への技術伝承を担当することが多いと聞きま
す．企業の研究者は実際に製造装置を運転しているわ
けではないため，工場の立ち上げなどには，どうして
も現場で製造の中心となって機械を動かしている人間
が必要なのだそうです．現在，私は就職担当をしてい
るため，人事の方と話す機会が多いのですが，高専本
科の卒業生に求められているのはまさに現場の責任者
であり，国内で経験を積んだあとに海外での活躍が期
待されています．このような期待に応え，昨今では国
際社会で貢献できる実践的技術者を育成するという教
育目標を掲げている高専も多く，これを達成するため
に語学やプレゼンテーションにも力をいれるように
なってきました．
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. まとめ

高専の教育目標に従って，さまざまな科学の原理原
則を実体験と共に体にたたき込み，さらにコミュニ
ケーション能力を備えることができた高専生は（なか
なか難しいのですが），技術者としてのみならず，研
究者としても十分通用するでしょう．高専型実践教育
は，バーチャルなものに囲まれた世の中で実体験の乏
しい生活を送ってきた子供たちに，若い頃からさまざ
まな経験を積ませ，科学の真の楽しさや奥深さを伝え
ることができる貴重な教育手法であると思います．最
近，スーパーサイエンスハイスクールが注目されてい
ますが，高専ではそれを 40年以上前から実施してい
るといえるのかもしれません．
現在の生物物理学の隆盛は，多くの革新的な実験技

術の進歩により築かれたといってよいでしょう．今
後，生物物理学を含むさまざまな研究分野で，コン
ピュータシミュレーションによる架空の場での実験が
主流になるかもしれません．しかしながら，生物物理
学が生命現象の謎を解き明かすことを目的としている
以上，実際に生き物に触れ，観察し，その神秘に感動

することこそが学問の根源であることに違いはありま
せん．また，生命現象の謎に挑むためには，さまざま
な背景をもつ研究者がそれぞれの知識，技術を総動員
して，さらなる革新的実験技術を開発していく必要が
あるでしょう．このような中で，高専型実践教育に
よって育てられた若者が研究者として貢献できる場が
必ずやあると考えます．
今後，読者の皆様方の研究室にも高専出身の学生が
配属されるかもしれません．もしくは現在配属されて
いるかもしれません．その際は，高専卒業生は上述し
たような教育を受けてきていることを予め認識してい
ただけたらと思います．また，このような実践的教育
を受けてきた学生を積極的に募集していただけたらと
願います．
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. はじめに

私は大阪大学蛋白質研究所の後藤祐児教授の指導の
もとでタンパク質に対するアルコールの効果やアミロ
イド線維伸長の研究を行い，学位を取得しました．
Human Frontier Science Program (HFSP) Long-Term Fel-
lowshipをいただき，2002年 9月に渡英しました．引
き続き，日本学術振興会（JSPS）海外研究員を経て，
2006年 9月に 4年間の滞在を終えて帰国しました．
読者の中にはケンブリッジと縁深い方が多くいらっ
しゃるかと思いますが，私がポスドクとしてすごした
ケンブリッジ大学化学部門の Christopher M. Dobson教
授（以下，ドブソン教授）の研究室やケンブリッジで
の生活について紹介させていただきます．

. ドブソン教授

ドブソン教授は 1976年オックスフォード大学で博
士号を取得した後，ハーバード大学，MITを経て，
1996年よりオックスフォード大学の化学教授となり，
1998年に同大学の Centre for Molecular Sciencesのセン
ター長に任命されました．2001年にケンブリッジ大
学へ移り，現職の John Humphrey Plummer Professor of 
Chemical and Structural Biology（John Humphrey Plummer
財団が設立した構造生物と生物化学に分野を特定した
教授職．日本でいうと寄付講座に近い）となりまし
た．その他，1996年には英国王立学会のフェローと
なり，1999-2001年は Protein Societyのプレジデントを
務めました．世界各国から講演等に招待され，研究室
を留守にされていることが多いですが，ケンブリッジ

に居るときは化学部門の本館にある教授室で会うこと
ができます．研究室のメンバーの大部分も化学部門に
所属していますが，ドブソン教授は物理部門および生
化学部門のポストも兼任しており，ケンブリッジ中心
部から少し南に位置するMRC Centre for Protein Engi-
neeringとも深いつながりがあります．
ドブソン教授は身長が 190 cm以上ある大柄な方で，
一緒にテーブルで座ったときはあまり感じないので
すが，立ったときは意外に背が高いのに驚かされま
す．世界中で講演や委員会に出席するため，飛行機
内で過ごす時間も相当長く，時差ぼけ状態のことも
多いと思うのですが，忙しいスケジュールをこなし
ています．人とのコミュニケーションが上手で，
ミーティングの前半部分はサイエンス以外の生活面
の話で始まることが多かったです．おだてるのも上
手なせいか，彼とのミーティングの後はやる気が出
て，ちょっと“ハイ”な状態になって居室にもどって
くる人が多かったです．

. ドブソン研の研究

所属部門からもわかるようにドブソン教授は学際的
なアプローチをめざしており，以前からタンパク質の
性質や挙動の研究を精力的に行ってきています．
NMR，質量分析，電子顕微鏡法や分光学といったさ
まざまな生物物理学的手法を用いてタンパク質の
フォールディングを調べてきました．共同研究として
計算機関係のテーマも増えてきました．実験系では昔
からリゾチームを材料に使うことが多く，今でも研究
室にはリゾチームグループというリゾチームを使う人
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たちがいて，毎週ミーティングを行っています．最近
ではタンパク質のミスフォールディングにテーマが移
行しており，純粋なタンパク質のフォールディングの
実験を行う人はドブソン研にはほとんどいません．タ
ンパク質のミスフォールディングは狂牛病のプリオン
でも注目を浴びており，正常にフォールディングをせ
ずに，独特な凝集構造（アミロイドなど）をとる現象
はアルツハイマー病をはじめとするさまざまな疾患に
関与していると考えられています．ドブソン教授はそ
れ以外に，ミオグロビンといったまったく疾患とかか
わらないタンパク質もアミロイド線維状の構造をとる
（Fandrich et al. (2001) Nature 410, 165-166）ことを広め，
そこから発展して，このような高次構造はタンパク質
の基本的な性質であるという仮説を唱えました．すな
わち，条件さえあえば，どのペプチドやタンパク質で
もアミロイドとなるというのです．これが真実である
かどうかはともかくとして，常にドブソン研の研究は
新しい要素を取り込んで前進しています．

. 研究室のメンバー

研究室のメンバーの構成はケンブリッジ大学の学
生／院生と世界各国からのポスドクがだいたい半々
で，オックスフォード大学からケンブリッジ大学へ
移った際に減ったものの，今では再び 30名を超えた
のではないかと思います．常に人の出入りがある上
に，研究分野が多様で居室がばらばらなことが原因な
のか，誰も正確な人数は把握していません．半年経っ
て初めて口をきき，同じドブソン研に所属しているこ
とがわかるといったことがよくおこりました．ポスド
クの出身はヨーロッパを中心に世界各国（フランス，
ベルギー，スペイン，イタリア，ドイツ，スイス，ス
ウェーデン，台湾）からで，意外にイギリス人は少な
かったです．日本人では，オックスフォード大学時代
に鳥取大学の河田康志教授，神戸大学の濱田大三助教
や岐阜大学の鎌足雄司研究員らがドブソン研に滞在し
たことがありました．大部分のポスドクは化学，生化
学，生物物理学のバックグラウンドをもち，自分の
フェローシップをもっていました．フェローシップの
期間よりも長く滞在する人も多く，ドブソン教授の
Wellcome Trustなどのグラントで研究員として雇われ
るという形が多かったようです．

. 研究室のアクティビティー

週 1回外部からゲストを招待したセミナーや学生／
院生中心のジャーナルクラブなどが断続的に行われた
ほか，年に 1回所属メンバーが 2日間ほど集中的に研

究報告を行う行事がありました．ドブソン教授に興味
をもってもらって，論文を仕上げるとなれば何度も教
授や共著者とミーティングを重ねることがあっても，
ふだんはアポを取って個人的に年に数回話をする以
外，教授に自分の研究の進度を知ってもらう機会はあ
りません．グループミーティングもあるのですが，ド
ブソン教授が多忙ということもあってポスドク中心で
した．また，ドブソン教授は実験室や居室へはめった
に顔を見せないので有名でした．4年間過ごして一度
だけ大部屋の居室へ降りてきたのを見ました．しか
し，逆にいえば干渉されずにのびのびやれるので，ふ
だんはあまり支障なく，みな自分のペースで研究を進
めていました．

. 研究室環境

化学部門の新館である Unilever Centre for Molecular 
Science Informaticsの地下に居室および実験室，本館に
も居室や教授室（ちなみにドブソン教授の教授室は
Sir Alan Fershtの教授室と向かい合わせで秘書室は兼
用）があります．また，他の研究室と共同で細胞培養
室や機材を使用しています．NMRは化学部門の本館
の地下に何基かありますが，ドブソン研のほぼ専用と
して 1基使用していたようです．メインである地下の
居室／実験室は，オックスフォードから同時期に移
り，質量分析で知られている Carol Robinson教授の研
究室と共同使用で，各自の机のある大部屋の周りを実
験室が取り囲む形に配置されていました．奥は質量分
析系，左は試薬，ガラス器具置き場，右にベンチと分
光器，そして 3つのオフィス（それぞれ 3-6人用）が
あり，出入り口には小さなお茶飲み部屋があります．
地下なので外のようすがわからず，お昼のサンド
ウィッチを買いにいくときに素晴らしい青空が広がっ
ているのに驚いたり，突然の悪天候にびっくりしたり
することがしばしばありました．また，空気モニター
（酸素とガス）が度々故障し，けたたましいサイレン
が鳴り響くと，「ああ，またか」といいながら鳴り止
むまで地下室から出て近くのパブや公園（有名な
Parker’s Pieceという芝生の広場）で暇をつぶしました．
年に何回かは火災探知機が誤作動したり，実際にぼや
が出たりして，その度に化学部門全館の人々が駐車場
にでてきて，ふだんゆっくり話す機会がない他の研究
室の知り合いと話が盛り上がって楽しいひとときがす
ごせました．あとは，イギリス独特の風習かもしれま
せんが，10時頃と 3時頃になれば必ず化学部門の最
上階にあるカフェに長蛇の列ができ，みんなティー
（といってもコーヒーを飲む人も多いですが）を囲ん
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で団らんします．有名な先生，教授付きの秘書さんた
ち，学生やポスドクといったさまざまな人たちが一同
に集まるので人間ウォッチングの場でした．化学部門
で働く人がよく行く近所のパブは Panton Armsという
店で，昼食をいただいたり（ついでにビールを
1 pint  約 570 ccいただいたり）もしましたが，夕方
になると自然と人が集まって必ずといっていいほど顔
見知りに合える場所でした．こういったところで情報
交換をしたり，親睦を図り，他の時間は基本的には仕
事に集中しているようでした．
使いたい設備があればせまいケンブリッジ大学の中
で見つけることができたので，はじめて電顕写真を自
分で撮ることができてうれしかったです．しかし，ド
ブソン研ではガラス器具や実験設備の整備担当の技官
がいなくてポスドクに負担がかかるので，何度か教授
に交渉しようという動きがあったものの，私のいた
4年間において満足な形で実現することはありません
でした．しかし，ケンブリッジ大学あるいは化学部門
自体のサポート体制には感心することがいろいろあり
ます．部門内におもに使う実験関連の備品を販売して
いるところがあったり，ガラス／機械工作の工房にお
いて専属の技官が注文制作してくれたりと，絶対必要
ではないが，便利な設備があるところに伝統とゆとり
を感じました．

. ロケーション，生活

イギリス
日本と同じ島国で類似点が多いものの，いまだに大

英帝国ノスタルジーとでもよぶべき現象か，古いもの
や昔からのやり方を大切にする国だということを，観
光していても，生活していても強く感じることがしば

しばありました．外国から来た人の間でよく話題に
なったのが，鉄道の運行の不確かさ（いきなり運休に
なったり，時間通りに走らない），シャワーの水流の
パワー不足，家の古さ（19世紀末の家も珍しくない）
などでした．変なところで便利だったり，ハイテクな
のもイギリスで，街角に公衆電話と同じような感覚で
インターネットができる端末がありました．旅行好き
の私にとってうれしかったのはヨーロッパ各地へ飛ぶ
格安航空会社（日時さえあえば，運賃が 1ペンス  約
2円と税金 4000円ほどで片道飛べる）があったこと
です．冬のどんよりとした時期にこぞって winter sun
といって南国の太陽を求め，近くはポルトガル，遠く
はギリシア，チュニジア，中近東まで旅するイギリス
人はバケーションのために働いているのではないかと
思うときがありました．

ケンブリッジ
オックスフォードと並び，イギリスの代表的な大学

都市ですが，オックスフォードは“シティー”とよべ
るのに対して，ケンブリッジは小さいので“ビレッ
ジ”だという人が多いです．なぜか服飾雑貨の店が異
常に多い市内中心部は古い建物が多く，徒歩であっと
いう間に通り抜けられ，店舗でないところは大学の建
物が占拠しているので，中心部とその近辺の一般住居
用地は不足しており，自ずと家賃が高いのには家族も
ちの私は困りました．物価もイギリスの他の町よりも
高く，物によっては日本より高価です．日本にいたと
きよりも世界各国（インド，タイ，トルコ，ギリシ

ケンブリッジの緑地：Jesus Green  
ケンブリッジ中心街の北に位置し，テニスコート，野外プールや
子供用の公園があります．大木の並木がとてもきれいです．

ケンブリッジの緑地：Midsummer Common  
Jesus Greenからは道を隔てて位置し，毎年さまざまなFair（仮設
の遊園地や飲食店）やサーカスが開催され，11月5日のGuy 
Fawkes Dayには打ち上げ花火を鑑賞する人で賑わい，大きなbon-
fireがともされます．手前に見えるのは牛が緑地から逃げないよう
な工夫のしてあるゲートで，左奥にパブが見えます．
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ア）のグルメを味わえる機会が多いのはよかったので
すが，外食するのは大変値が張りました．
ケンブリッジはロンドンから北へ 1時間ほど離れた
ところにあるので，週末あるいは平日の夜にロンドン
へ観光あるいは劇場（ミュージカル，オペラ，シア
ター）にいくことがよくありました．研究室の人が何
人か集まっていくことも多く，芸術がより日常的なも
のであるのにはヨーロッパ文化を感じました．
イギリス国内においてケンブリッジとオックス
フォードは特にいろいろな人が集まるところなので，
家族との生活もしやすかったです．小学校のレセプ
ションとよばれる最初の学年（4～ 5歳児）から現地
校へ入学した息子はすぐにクラスメイトとなじみ，
英語をしゃべるようになりました（そして日本語を忘
れていきました）．子供を通して家族ぐるみで付き合
いができ，気軽に子供を預けたり，預かったりでき
たのはうれしかったです．学校の放課後や長期の休
みに子供を預かる施設も充実しており，特にケンブ
リッジ大学が運営にかかわっていた夏休みやイース
ター休みの際のデイキャンプ（その名も playscheme）
には喜んで通いました．イギリスで生まれた娘は生
後数ヵ月のときからナーサリー（保育園）に預けてい
たのですが，日本の保育園を経験したことのある私
は細かいルール（登園時間，持ち物，連絡帳など）が
少なかったので驚きました．同時に保育料の高さに
もびっくりしました．昨今，女性研究者支援という
のが課題の日本ですが，保育園時代に関していうと，
日本の方が安心して（それも比較的安く）預けて働け

る国だと見直しました．しかし，小学校へ上がると
たん，学童保育がなければ，毎日習いごとをするか
あるいは鍵っ子というのはさみしいので，今後改善
されることを期待します．
ケンブリッジは観光の町であり，1月のほんの一時
期をのぞき，さまざまな国の人であふれています．
パンティング（棒で操作する舟（パント）を使った舟
遊び．夏になると川にパントが所狭しと並び，お互
いに衝突しあって困っている姿を見られます．また
学生は大量の酒を積んで夜間に遠出をすることもあ
ると聞いています）がさかんなケム川が町の周りを流
れ，大きな草地の公園や場所によっては牛の放牧を
しているところもあります．のどかな風景は研究室
から歩いて数分のところにもあり，昼食時にはおき
まりのサンドウィッチをもってよく日光浴をしたも
のです．年中行事としては，試験が終わる 6月中旬頃
には朝まで踊り，飲み明かすMay Ballが各カレッジで
催され，フォーマルなドレスに身を包んだ女性とタ
キシードで身をかめた男性が夜の町を歩いている姿
は西欧の古き良き時代を彷彿させます．その後の卒
業式の時期になると黒いガウンを羽織った学生とそ
のうれしそうな親たちが町中にあふれます．また，
サイエンスとは切っても切れない縁のある町で，歩
いていると昔マックスウェルが働いていた研究所や
ワトソンとクリックが DNAの構造を決定した日に
いったパブにでくわします．歩くと歴史を感じさせ
られ，さまざまな発見のある町です．

ケンブリッジ大学
日本にいたときはあまり知らなかった大学のカレッ
ジのシステムについて，徐々にいろいろと知りまし
た．ケンブリッジ大学と一口にいっても，カレッジの
集合体とさまざまな部門，研究機関で構成され，学生
やスタッフはみな所属カレッジがあります．はじめて
人に会うと決まって「どこのカレッジ」と聞かれるこ
とが多く，積極的に自分から応募しなければ所属カ
レッジのないポスドクたちはこのシステムからやや除
外されている感があります．学生は最初の 1，2年は
カレッジの所有する建物で部屋を借り，寝食をともに
して学生生活を楽しんでいました．日本の学生のワン
ルームマンションと正反対で，カレッジの寮を出て，
仲間数名と一軒家やアパート（フラット）を借りて住
む人も多く，卒業などで誰かが出て行くと，フラット
メイト募集中という広告を目にすることがありまし
た．こういったところで社交性をつけたり，人とうま
く付き合っていく方法を身につけるのだなあと感心し

我が家の庭  

イギリスの家は道側からみて狭そうに見えても，実は裏に大きな
ガーデン（庭）があります．ケンブリッジでは何度か引っ越した
のですが，最後に住んだ家はりんごやなしの木が何本か植えてあ
り，夏になるとブラックベリーもたくさんなりました．手前は息
子と娘，奥は一緒によく遊んだ近所に住む息子の学友です．
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ました．イギリスへ行って初めて知ったのですが，学
部は 3年，博士号を取るのに 3年しかかかりません．
どこの国でも一緒かもしれませんが，5時になればパ
ブへ飲みに繰り出し，週末もポスドクの方はよく働い
ていました．ケンブリッジで学生として過ごせたら，
イギリスのまた別の一面が見えたのかもしれないとよ
く思いました．

. ドブソン教授の今後

ドブソン教授は今年の 10月から所属している St. 
John’s Collegeのマスター（カレッジ長）になり，これ

からは国内外の出張を控えるそうです．ケンブリッジ
で過ごした 4年間は私にとって貴重な日々で，機会が
あればまたドブソン研を訪問したいと思います．今後
もドブソン教授のますますのご活躍を期待したいと思
います．



コリシン E5（RNA分解酵素ドメイン）
 細菌が限られた環境資源を利用して生き延びる
ためには，ときには仲間の細菌を殺す必要もある
らしい．大腸菌はコリシンと総称されるタンパク
質を産出し，別の大腸菌をやっつけてしまう．微
生物に対して毒性をもつ物質は，転写翻訳系を目
標にして働く場合が多い．コリシンの中では，大
腸菌の細胞膜に存在するイオンチャネルに作用す
るものがよく知られているが，翻訳系に作用する
ものも存在する．
 ここにあげたタンパク質は，大腸菌由来のコリ
シン E5の C末端 RNA分解酵素ドメインである．
シートの上に RNA（白色棒モデル．RNAアナロ
グ）が相互作用し，その上側に へリックスが覆
いかぶさっている様子は，典型的な RNA分解酵素
の構図である．この RNAはトランスファー RNA
アンチコドンの一部を摸した低分子である．コリ
シン E5の RNA分解酵素ドメインは，2文字目が
アデニン，3文字目がピリミジン塩基のコドンに
対合するトランスファー RNAを図のようにとらえ
て切ってしまう．その結果，このコドン（チロシ
ン，ヒスチジン，アスパラギン，アスパラギン酸）
をもつメッセンジャー RNAの翻訳ができなくな
る．
 コリシン E5が効率よく働くためには，この相
互作用の特異性がトランスファー RNAとメッセ
ンジャー RNAの相互作用よりも高いことが望ま
れるであろう．トランスファー RNAとメッセン
ジャー RNAとの相互作用は，塩基間の厳密な水
素結合で決まっている．コリシン E5とメッセン

ジャー RNAの場合は，タンパク質の シートを
構成する主鎖がメッセンジャー RNAと類似の形状
を作り出しており，その上に RNAが水素結合し
ていることが X線結晶解析で見えている．コリシ
ン E5がトランスファー RNAを特異的に捉えるた
めに，メッセンジャー RNAのまねをしてトランス
ファー RNAをだましているかのようである．タン
パク質が RNAのまねをしていることには驚かされ
る（PDB1) ID: 2djh2)）．
 1) Berman, H.M., Henrick, K. and Nakamura, H. 

(2003) Nature Struct. Biol. 10, 980.
 2) Yajima, S., Inoue, S., Ogawa, T., Nonaka, T., 

Ohsawa, K. and Masaki, H. (2006) Nuc. Acids 

Res. 34, 6074-6082.
(J. K.)
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法に加え，X線結晶解析などを駆使しています．感染
微生物の細胞壁成分を認識することは，自然免疫の感
染微生物（異物）認識にとって非常に重要です．私た
ちは，大腸菌や酵母を用いて LPSや -1,3-グルカンを
認識するドメインを調製し，その構造機能解析を行う
ことで異物認識の構造基盤の解明を目指しています．
また，感染微生物の検出法の開発も進めています．
農学研究院・生物機能科学部門・生物機能化学講
座・生物化学分野，木村　誠（教授），角田佳充（准
教授），中島　崇（助教）：1920年からある九大の中で
も最も古くからある研究室の 1つです．生体高分子
であるタンパク質，核酸を対象に，生化学と構造生物
学を進めています．農学研究院の所属研究室として，
応用に結びつく基礎研究を目指しています．大学院生
の教育は，システム生命科学府を担当しています．
歯学研究院・口腔機能解析学分野（旧口腔生理），
二ノ宮裕三（教授，日本味と匂学会会長），重村憲徳
（講師），三島和夫，吉田竜介（助教），安松啓子（特
任講師），村田芳博（特任助教）：「味覚」は，食べ物の
おいしさや食の調節に深く関与して肥満や糖尿病など
生活習慣病の原因となりうる重要な感覚です．われわ
れは，この味覚の受容・調節機構について分子から細
胞，神経，行動にいたる各レベルで解析しています．
将来的には，体に良い食品や医薬品の開発を考えてい
ます．昨年からは特定領域「セルセンサー」の一員と
なり，また国内外の多くの大学・企業と共同研究を
行っています．
生体防御医学研究所・微生物ゲノム情報学分野，藤 
博幸（教授），加藤貴和（デジタルメディシン准教授）：
微生物だけではなく，いろいろな生物を対象として，
バイオインフォマティクスの研究を行っています．タ
ンパク質の機能解析の新規手法の開発と応用研究を
行っており，おもな研究テーマはタンパク質間相互作
用です .今年度より，グローバル COE「幹細胞制御」
の一員として，バイオインフォマティクスセンターを
担当しています．バイオインフォマティクス学会九州
支部長として学会活動を行っています．
生体防御医学研究所・ポストゲノム蛋白質化学分
野，稲葉謙次（特任准教授）：2006年末に発足した研
究室です．最低限必要な装置はおよそ完備できまし
た．当研究室では，細胞の中でタンパク質ジスル
フィド結合の形成を促す酵素群を主たる研究対象と
しています．これまでは in vitroでの解析が中心でし
たが，近未来的には in vivoでのタンパク質の動態解
析あるいはプロテオミクスを駆使した細胞内レドッ
クス因子間のネットワーク解析なども行いたいと考

生物物理学会九州支部の最近の活動を紹介します．
支部長は神田大輔教授（九大）です．来年度の年会は
福岡で開かれます．九州支部の研究者は多いのです
が，紙面の都合上，今回は九州支部のうち 3つの地
区を，それぞれの地区の方が紹介します．

1．九州大学地区
薬学研究院・免疫薬品学分野，植田　正（教授），
阿部義人（准教授），大栗誉敏（助教）：2003年より現
在のスタッフで研究を開始しました．1992年の改組
で，「免疫薬品学」という研究室名になりましたが，
研究テーマはタンパク質の構造と機能の研究です．古
くからリゾチームを題材にして研究を進めてきました
が，ポストゲノム研究の流れの中で，広くタンパク質
を対象とした構造生物学の研究を始めました．タンパ
ク質医薬品の有効利用の一環として，タンパク質の構
造変化（凝集も含む）に伴う不都合な免疫反応を調整
する研究も行っております．
理学部生物学科・生体物理化学研究室，杉山博之

（教授），伊藤　功（准教授），有働　洋（助教）：シス
テム生命科学府の分子生命科学講座という大講座に属
するグループの 1つで，分子神経生理学研究室とも
よばれています．分子生物学や電気生理学の手法など
を使っています．グルタミン酸受容体の機能や分布の
制御機構を手がかりとして神経可塑性，シナプス再編
成の機構を研究してきました．最近は成熟脳における
ニューロンの新生のメカニズムと，その生理的意義に
ついても検討しています．
理学研究院・生物科学部門・生体高分子学研究室，
川畑俊一郎（教授），小柴琢己（准教授）：自然免疫に
かかわるタンパク質の構造と機能解明を目標に，生化
学的，分子生物学的，細胞生物学的，物理化学的な手
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えております．細胞生物学とタンパク質科学の接点
そして全体像と詳細のバランスを常に意識し研究を
進めるつもりです．
生体防御医学研究所・ワクチン開発構造生物学分
野，神田大輔（教授），前仲勝実（准教授），斉藤貴士
（デジタルメディシン助教）：2002年に新設された研究
分野です．ワクチン開発とは大仰な名前ですが，自分
たちでは構造生物のほうに重点があると思っていま
す．とはいえ，結構，名称として気に入っていて，電
話に出るときには「ワクチンです！」と元気よく答え
ています．将来的には医学面で寄与ができたらとよい
と思っています．九州大学内外の研究者が利用する
NMR装置 3台と X線回折装置のユーザー管理を担当
しています．今年度より，グローバル COE「幹細胞制
御」の一員として，分子構造解析センターを担当して
います． （神田大輔）

2．九州工業大学地区
情報工学部生命情報工学科：この学科は，わが国で
最初に生命科学と情報科学の融合を目指す学科として
設立されました．Webページは www.bio.kyutech.

ac.jpです．また，学科内研究プロジェクトとしてバ
イオサーモ研究会があります．熱力学観点から生体高
分子にアプローチしており，年数回のセミナー（学内
外の講師）を中心に活動を行っております．理論系と
実験系のメンバーがほぼ同数であることが特徴です
（会員では，皿井明倫，入佐，坂本寛，安永卓生，小
松英幸，藤井聡）．以下，紙面の都合上，皿井研究室
のみ紹介します．また，大澤智興が研究を行ってお
り，入佐研（タンパク質科学・溶液理論），安永研（構
造生物学・電子顕微鏡）があります．
皿井研究室：私は，2003年 4月より理化学研究所か
ら生命情報工学科に移りました．研究面では，タンパ
ク質や核酸などの生体分子とそれらの相互作用の物理
化学的研究，さまざまな予測ツールやデータベースの
開発などを行っています．私の研究スタンスは生物物
理ですが，最近では，生命科学と情報科学の融合した
バイオインフォマティクスが専門であるといわれま
す．生命を理解するには，個々の分子の相互作用ネッ
トワークやゲノムレベルでのシステムの動作原理の理

解が重要です．詳しくは研究室のホームページをご覧
ください（学科のページからたどれます）．アジア各
国の学生や研究者を対象に，インターネットを利用し
たオンラインワークショップを始めました．今年で 2

回目となり 800名近い参加者がありました．バイオ
インフォマティクスのマルチメディア講義（英語）を
国内外の研究者が作成し，期間中に講義を視聴した参
加者がメールで講師とやりとりできることが特徴で
す． （入佐正幸）

3．熊本大学地区
熊本地区の会員は 2006年 5月発行の名簿をみると
約 10名です．内半数が熊本大学所属です．2001年，
熊本大学に山縣が赴任し，九州にはじめての構造生物
学分野の研究室が開設されたのに続き，2006年東大
の嶋田研から寺沢宏明先生が赴任され，熊本大学に X

線結晶構造解析法と NMR法をおもな研究手法とする
研究室が揃いました．もともと熊本地区はタンパク質
研究が盛んなところですので，生物物理学会がよりな
じみあるものになる素地は十分にあると思います．来
年の福岡での年会を機会に会員が増え，会員同士のつ
ながりができ，お互いの研究にプラスになればいいな
と思っています．最近の研究では，池水信二らが免疫
系細胞の制御にかかわるサイトカイン IL15とその受
容体 IL15Rとの複合体の X線構造解析を行いました
（Nature Immunol., 2007）． （山縣ゆり子）

4．来年度（平成 20年度）の年会
第 46回日本生物物理学会年会（46th Annual Meet-

ing of the Biophysical Society of Japan）が 2008年 12

月 3日（水）– 5日（金）に福岡国際会議場で開催され
ます．生物物理学会年会の特徴として若い方の参加が
多く，ポスター発表の総数が多いことが上げられま
す．そこで，会場の使い方を工夫して，ポスター会場
を 1つにまとめることで一体感を高め，ポスター前
でのディスカッションを余裕をもってできるようにし
ました．ぜひ，来福（福岡に来て）して，有意義な時
間をお過ごし下さい．（http://prc.bmr.kyushu-u.ac.jp/

biophys08/）
（文責　入佐正幸）
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若 手 の 声
第 47回夏の学校を終えて　校長の挨拶

夏の学校にいたるまで & 
第 1回若手の会全体会議報告

summer2007/）にアップしました．どうぞご覧下さい．
本大会の開催にあたり，奈良先端大学の浅野卓也氏，
京都大学の臼井友亮氏に多大な協力をいただきました．
また，生物物理学会本部，特定領域研究（膜超分子
モーターの革新的ナノサイエンス），多くの企業の皆様
から援助をいただきました．厚く御礼申し上げます．

京都大学大学院理学研究科吉川研究室博士 1年　貞包浩一朗 
sadakane@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp

第 47回若手の会夏の学校を終えて　校長の挨拶
若手の会では毎年全国から血気盛んな若者を集め，

「夏の学校」という合宿形式のシンポジウムを開催し
ております．今年は 2007年 7月 20日 –22日に，京
都支部の主催で第 47回生物物理若手の会夏の学校を
開催しました．総勢 89名の若手研究者らが集まり，
大繁盛となりました．今回は，「What is life?：生命は積
み木細工を超えられるか」をメインテーマとしました．
複雑怪奇な生命現象をいかに物理学で記述するか，そ
こに未知なる物理法則は存在するのか，という生物物
理の原点ともいえる問題について，下記の 9名の先生
方に正面からぶつかっていただきました：大沢文夫先
生（名古屋大学名誉教授），金子邦彦先生（東京大学），
宮脇敦史先生（理研），四方哲也先生（大阪大学），櫻
井実先生（東京工業大学），松下貢先生（中央大学），
宝谷紘一先生（名古屋大学名誉教授），太田隆夫先生
（京都大学），高野光則先生（早稲田大学）．参加者の
研究背景が多岐に渡っているため，先生方には講演の
前半で初学者向けの講義を行い，後半で最先端の研究
の話に触れていただく，という無理なお願いをしたの
ですが，それぞれ非常に中身の濃い話をしていただき
ました．講演時間を過ぎても質問の声が鳴りやまず，
オーガナイザーにとってはうれしい悲鳴を上げる場面
もありました．本大会では先生方の話を一方的に聞く
のではなく若手側からも積極的に働きかけてほしいと
いう願いから，イブニングセッションとして，ポス
ター発表の他に口頭発表の場を設けました．
若手の魂の叫びは，イブニングセッション終了後も
熱く鳴り響き，そのまま懇親会へと突入しました．こ
こでは，ふだんなかなか出会うことのない他大学の若
手研究者が互いに心の壁を取り払い，裸の友情を築き
あげました．この関係は，これからの研究人生を送る
上で大きな財産になると思います．本大会の講義ノー
トや写真は夏の学校の HP（http://www.bpwakate.net/

酒を飲んで，思いっきり語り合う学生たち

夕食後のアットホームな雰囲気の中で若手の口頭発表は始まっ
た．白衣を着て発表する人も!?

何を生命と考えるかは各人様々である．問いかけ方を自分で発
見することが重要であると説かれる大沢先生．
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夏の学校にいたるまで
初めまして．昨年に引き続き若手の会の会計を務め
させていただいている，広島大学の堀川裕加です．名
古屋で開催された第 45回夏の学校に参加して以来，
おもに若手の会関西支部の活動に参加させてもらって
おります．生物物理のみなさんはとてもオープンで，
自分の知らない分野の話にも積極的に質問をしてく
れ，何より若手の元気がよい！という印象をもってお
り，夏の学校やセミナーでは毎回楽しい時間を過ごし
ています．

2006年の関西支部セミナーでは平田文男先生（分
子科学研究所，「分子性液体の統計力学が切り拓く水
と生体分子が織りなす生命現象の化学」）と月向邦彦
先生（広島大学理学研究科，「タンパク質の圧縮率と
選択的溶媒和―圧縮率と多成分系の理解に向けて―」）
をおよびし，姫路駅近くの会場で講演を行っていただ
いたのですが，このときの試みとして学生により身近
なポスドクや若手の研究者の人にも講演を行ってもら
いました（鵜澤尊規さん（京大院・工），原田慈久さ
ん（当時理研 SPring-8 PD））．このセミナー終了後，
先生のすばらしい研究結果を聞いて勉強することはも
ちろん大切ですが年齢の近い人のお話を聞くと参加者
がより能動的に会に参加してくるぞ，というよい感触
を受け 2007年夏の学校にもぜひ院生の活躍の場を設
けたいという思いから，院生の口頭発表，ポスター
ボードの 3日間終日展示などが取り入れられること
になりました．
実際に参加登録を始めてみると，口頭発表の希望者
は予想を上回る 9名となり，1人の発表時間が 5分に
なってしまいました．また会場のタイムリミットから
発表できない方が数名出てしまいました．これは非常
に残念だったのですが，多くの院生の方のやる気が満
ちた会場で，生物物理はこれからますます発展してい
くだろうという予感を肌で感じることができました．
また，ポスターボードの展示では私たちが期待した通
り，ポスター発表以外の空き時間に個人的にポスター
の前で質問をしている人の姿がちらほら見られまし
た．大沢先生が懇親会が始まっているのに発表会場に
残り，あるポスターの前で発表者と熱い対話をされて
いる姿も印象的でした．この口頭発表の試みは参加者
にも評判がよく，来年度の夏の学校にも取り入れられ
る予定となっています．若手だからといって静かに研
究生活を過ごしているだけではいけません．若手だか
らこそ考えていることをガンガンぶつけていくべきだ
と最近思うようになりました．これも生物物理若手の
会の影響でしょうか．

2007年度・第 1回若手の会全体会議報告
夏の学校第 1日目に全体会議を行いました．今回
は，若手の会の将来に関わる重要な議題が多く，充実
した話し合いをすることができました．以下に，その
議題と詳細な内容について報告させていただきます．
 1） 中間報告と会計報告　講師は計 9名，参加登録
者は合計 89名に上りました．今年度の広告掲載
は 11社で，ランチョンセミナーを 1社に行って
もらいました．例年に比べて広告収入は少なかっ
たのですが今年は徹底的に無駄を省き，ランチョ
ンセミナーの獲得に尽力しました．

 2） 北海道支部設立　この会議をもって正式に生物物
理若手の会北海道支部が設立されました．北海道
支部は 2009年度夏の学校開催実現に向けて準備
を進めていく方針です．

 3） 今年度は中部支部で支部セミナーが開催されまし
た．若手の会運営者が高齢化（ドクター化）する
中で各支部共通の問題は後継者の開拓でした．支
部セミナーや懇親会を利用してもっと輪を広げて
いくことが今後の課題です．

 4） HP管理者の交代が議題となりました．また，若
手の会 HPは学会本体と共通のサーバーを使用す
ることが検討されました．

 5） 若手からの学会委員に貞包浩一朗さんが選出され
ました．彼を窓口に若手の声を委員会で伝えても
らいたいと思います．

 6） 本学会誌の「若手の声」欄の紹介と執筆者募集が
行われました．今後の面白い企画も組まれつつあ
りました．続編に乞うご期待！

広島大学理学研究科粒子線科学研究室博士 1年　堀川裕加 
yuka-horikawa@hiroshima-u.ac.jp

〈全体会議の日程と議題〉
日時：8月 20日　21:00～
場所：コープイン京都 1Fロビー
参加者：約 20名
1）夏の学校中間報告および会計報告
 報告者：貞包浩一朗，堀川裕加
2）北海道支部の設立と夏の学校開催
 報告者：伊東大輔
3）各支部近況報告
報告者：柳澤実穂（関東），根岸瑠美（中部），貞包浩一朗
（京都・奈良），辰巳哲馬（大阪），岡崎圭一（兵庫）

4）若手の会 HPについて
 報告者：高橋一暢
5）若手からの学会委員の選出
6）学会誌「若手の声」欄の紹介と今後の予定
 報告者：山本香織
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Biophysics Research in Taiwan ̶ Past and Present

tory, funded handsomely by the National Science Coun-

ci l ,  was equipped in Taiwan with three sets of 

diffractometers. Cobrotoxin data were collected by 

Tsong-jen Lee, with great difficulty, on a Rigaku Denki 

diffractometer equipped with a precession camera, and 

a rotating anode, for a lower anode temperature and 

higher intensity. Their preliminary crystal data were pub-

lished in 1972 (J. Biol. Chem., 247(20), 608 (1972)). Co-

brotoxin research was continued by more researchers, 

with more advanced diffractometers and other physical 

techniques such as CD, NMR and significantly more 

powerful computing facilities later on. In 1973 Chen-

chung Yang was recruited by President Hsian-shiu Hsu 

of NTHU to be the first director of a new Life Science In-

stitute, now a powerhouse in Biophysics.

Taiwan’s scientific landscape started to change rap-

idly with an increased influx of western-trained young 

scientists in the mid-eighties. The abiding trend of brain 

drain to the west was finally reversed and the high tech 

industry flourished as a result. Fueled by the spectacular 

economic growth and recognizing that the resource-

scarce island of Taiwan must develop a knowledge-

based high technology industry to sustain her economic 

growth, the government started to pour more funding 

into basic research. Cho-hao Lee and others convinced 

the government to establish the Institute of Biological 

Chemistry (IBC) at Academia Sinica (AS) in 1970. The 

focus of IBC is on proteins and peptides and is now the 

home base of several world renown Biophysicists. Again 

at the urge of many prominent oversea Taiwanese 

scholars the Institute of Biomedical Sciences (IBMS) was 

approved in 1981 and the Institute of Molecular Biology 

(IMB) in 1982, both at AS. These two institutes quickly 

developed to become the leading institutes in life sci-

ences research in Taiwan. Furthermore, an advanced 

synchrotron radiation resource was built. These are truly 

milestones in Taiwan’s scientific development in life 

sciences. Riding on the wave a group of domestic and 

oversea structural biologists gathered in Nan-Yuan Re-

sort to discuss the future of Structural biology in Taiwan 

on December 14, 1984. It was the consensus of that 

meeting to establish state-of-the-art X-ray crystallogra-

phy and NMR spectroscopy facilities and to build a 

strong structural biology program in Taiwan. The devel-

opment of biomacromolecular NMR started in NTHU in 

1984 with the return of two NMR spectroscopists, Chin 

アジアの生物物理学会紹介シリーズの 4回目は，台湾であ
る．本稿では，台湾と中華民国（ROC）と 2つの通称を用い
ているが，2つの中国という重い政治問題のため，officialな
場，たとえば IUPAB（国際純粋応用生物物理学連合）では，
この国名は使えない．そのかわり，国連での正式名称 China，
Taipei（中国，台北）という地域名を使うしきたりである．
このことを断った上で以下通称を使わせていただく．実際，
昨年の沖縄での年会と共催した第 4回 EABSの舞台裏で，こ
の厳しい現実に直面した．（永山）

The Birth of Biophysics in Taiwan:

Biophysics is an interesting and challenging field en-

compassing a broad range of disciplines, interlocking 

tightly with mathematics, natural sciences, life sciences, 

and engineering. Earlier biophysical researchers in 

Taiwan were typically diverse in their background and 

lacked an organized or official platform. Research in 

snake venom toxins, hepatitis, toxins and enzymes iso-

lated from Chinese herbal medicines, blood circulation 

related to the effects of Chi-Kun, electrophysiology 

have been areas of research under active pursuit. Neu-

rotoxin research was a key subject to enter the field of 

biological sciences in Taiwan over eighty years ago. 

Prominent doctors Tsong-ming Du and his student 

Cheng-yuan Lee were among the pioneers. Biophysics 

was still in its infancy in Taiwan when the first single 

crystal of cobrotoxin for X-ray diffraction study was suc-

cessfully grown in the National Tsing Hua University 

(NTHU), by Tze-wen Chang, then a graduate student 

under Chi-hsiang Wong. The cobrotoxin protein was 

provided by collaborator Chen-chung Yang of Kaohsiung 

Medical College, a major leading character in neu-

rotoxin research. Around 1970, the NTHU X-ray labora-
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Yu and Wen-guey Wu to NTHU and the installation of 

the first 400 MHz NMR spectrometer there. In 1991 

IBMS at Academia Sinica established a comprehensive 

NMR facility with the installation of the first Bruker 

AMX600 and AMX400WB spectrometers and a BIOSPIN 

47/40 animal imager. Tai-huang Huang and Hong 

Yeung were recruited to head the NMR and MRI re-

search efforts, respectively. Another prominent NMR 

spectroscopists in nucleic acid structure and function, 

Lou-sing Kan also returned to the Institute of Chemistry, 

Academia Sinica in 1992. Concurrently, Bi-cheng Wang 

(U. Pittsburgh) and Andrew H.-J. Wang (U. Illinois) took 

up the responsibility of establishing the X-ray crystallog-

raphy research at IMB in Academia Sinica. They each 

spent a period of time at IMB and trained several young 

crystallographers who later built their own successful 

laboratories at IMB.

Formation of Biophysics Society of ROC:

Under the auspicious of Academia Sinica a Commit-

tee in Biophysics which consists of a total of 15 mem-

bers represented the Adhering Body of ROC and partici-

pated in the activities of the International Union in Pure 

and Applied Biophysics (IUPAB) in the early days. The 

concept of forming the Biophysical Society of the Re-

public of China (BPS-ROC) was suggested by Cheng-

wen Wu, then the Director of IBMS at AS, and Tai-

huang Huang during the committee council meeting on 

November 29, 1994. Although the council members 

were skeptical about the need of such a society but 

went along and Cheng-wen Wu headed the ad hoc 

committee while Tai-huang Huang served as the execu-

tive secretary for organizing the biophysics society. In 

May 11, 1995 the Biophysical Society of the Republic of 

China was formally established at IBMS, Academia Sini-

ca. The inaugural ceremony, followed by a 3-day sym-

posium/workshop, attracted about 100 attendants. 

Cheng-wen Wu was elected as the first president of 

BPS-ROC and was re-elected for the second term. In 

1999 Sunney I. Chan, then vice president of Academia 

Sinica, presided over the third term. Andrew H.-J. Wang 

served as the president for the next two terms, from 

2001 to 2007. In June 2007 Tai-huang Huang was 

elected as the fourth and current president of BPS-ROC. 

During this period the Society has flourished with mem-

bership growing from 100 to 250 at present. The Soci-

ety sponsors annual conferences in Biophysics and rele-

vant academic meetings, such as the 5th East Asian 

Biophysics Conference in Grand Hotel, Taipei in 1994. It 

is gratifying to all that the annual Biophysics symposia, 

with a current attendance level of over 300, have been 

greeted with anticipations and have become ideal plat-

forms to foster interactions among researchers and to 

nurture future scientists in Taiwan. 

The Recent Growth of Biophysics:

Structural biology is perhaps the most active area of 

biophysical research in Taiwan. There are a dozen or so 

active X-ray crystallography groups, about twenty NMR 

facilities and ten theoretical biophysical laboratories. 

These groups are mostly located at AS, NTHU, National 

Yang-Ming University (NYMU), National Taiwan Univer-

sity (NTU), National Cheng-Kung University (NCKU), Na-

tional Chung-Hsin University (NCHU), National Chiao-

Tung University (NCTU), and National Central University 

(NCU). Other areas taking strong hold include: optical 

spectroscopy and imaging at NTU; functional MRI at Ac-

ademia Sinica, NTU, and Taipei Veteran’s Hospital; ion 

channels in Academia Sinica, NTU, and other major Uni-

versities; system biology and bioinformatic at NYMU; 

protein-protein interactions leading to amyloid forma-

tion, mechanism of protein folding; and neurophysio-

logical research. Perhaps the most interesting new com-

ers in biophysics are the traditional theoretical physicists 

who have become interested in biophysics and they are 

mostly concentrating in the areas of soft matters, evolu-

tion, protein folding, hydrodynamics properties of DNA, 

proteins, and data mining. 

Biophysics research community in Taiwan received 

several potent boosts more recently. The first was the 

arrival of Professor Sunney I. Chan, who was recruited 

by President Yuan Lee of AS to become the Director of 

the Institute of Chemistry and then moved on to be the 

Vice-President of AS. Professor Chan initiated his ultra-

fast protein folding project and dissected the mecha-

nism of methane monooxygenase. The second impor-

tant event was the return of Professor Andrew H.-J. 

Wang who was recruited to head the Institute of Bio-

logical Chemistry at Academia Sinica. Professor Wang 

totally transformed the landscape of X-ray crystallogra-

phy in Taiwan to a new horizon. Another important 

new arrival is Professor Ming-daw Tsai, a well-known 
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biomacromolecular NMR spectroscopist from Ohio Sate 

University. Professor Tsai is currently the acting director 

of the Institute of Biological Chemistry. His presence 

added a new dimension in biomacromolecular NMR re-

search in Taiwan.

A landmark event in the development of Taiwan’s 

biomedical research was the launching of the National 

Research Program for Genomic Medicine (NRPGM) in 

2000. This program was established in response to the 

successful completion of human genome project and 

was co-headed by Professors Sunney I. Chan and D. H. 

Chen (NTU). It was designed to harvest the fruits ex-

pected from mining the human genome sequence and 

it consists of both building of infrastructure and support 

of research programs in genomics. Biophysical research 

was benefited tremendously by the establishment of 

several related core facilities. X-ray crystallography, 

high-field NMR, functional micro-imaging all received 

significant funding for upgrading to the most advanced 

level. For example, in the early days the National Syn-

chrotron Radiation Research Center (NSRRC) is only use-

ful for physicist and chemist because of its low energy 

(1.3 GeV). In the late 1980, a team consisting of Dr. 

Keng S. Liang (from Exxon), Prof. Hyden Chen (U. Illi-

nois), Prof. Andrew H.-J. Wang (U. Illinois) and Dr. Joe 

Wong (Lawrence Berkeley), made a recommendation to 

the government to build a wiggler beamline for hard 

X-ray research. That has led to the construction of the 

first protein crystallography beamline, an enormous 

help for protein crystallographers in Taiwan. Currently, 

Dr. Keng S. Liang is the director and Dr. Wen-guey Wu 

is the deputy director of NSRRC. An exciting news is 

that a new 3 GeV synchrotron has been approved for 

construction. This will no doubt elevate further the re-

search in biophysics, including structural biology, nano-

technology, biomedical imaging, etc., taking advantage 

of the powerful beams generated by the new synchro-

tron. In addition, new core facilities such as high 

throughput protein production core, The Core Facilities 

for Proteomics, Molecular Genetic Imaging Core, Opti-

cal and Scanning Probe Microscopy Core Facility etc, 

were in place. These new arsenals enhanced the capa-

bility of the biophysicists and greatly boosted their mo-

rale. 

Future Perspective:

Education is an essential component in ensuring a 

sustained growth and future flourish. In this regard, it is 

gratifying to know that in addition to the traditional 

training path of biophysicists there have been several in-

novative biophysics-related graduate programs being 

established. These include the International Graduate 

Program in Chemical Biology and Molecular Biophysics 

at Academia Sinica, the Structural Biology and Bioinfor-

matics graduate program at NTHU, the System Biology 

program and Structural Biology Program at NYMU, the 

Biophysics graduate program at NCU which emphasizes 

on complex systems, soft matters, and statistics. In addi-

tion, most physics graduate programs contain the bio-

physics element to some extent. Similarly, Biochemistry, 

Chemistry and Molecular Biology Departments also of-

ten have biophysicists on their faculty body. These pro-

grams have been successful in attracting a substantial 

number of good students who are the future of the 

field. As an evidence that Taiwan Biophysics Community 

is actively sharing the responsibilities in promoting sci-

ence we are co-sponsoring the 16th conference for the 

International Society of Magnetic Resonance (ISMAR) to 

be held in Kenting National Park in Taiwan on October 

14-19, 2007.

In conclusion, Biophysics is a relatively new emerging 

field of science in Taiwan. Biophysics research in Taiwan 

is alive, vibrant and on the rise. We expect a bright fu-

ture for Biophysics in Taiwan.

(Tai-huang Huang, President, BPS-ROC/

Lou-sing Kan, Head Supervisor, BPS-ROC/

Andrew H.-J. Wang, Ex-President, BPS-ROC)

【邦訳】
台湾の生物物理学研究―過去と現在

台湾生物物理学の誕生
生物物理学は，数学，自然科学，生命科学，工学な

どいろいろな学問を結合する面白くかつ刺激的研究分
野である，台湾初期の研究者は学問的背景も広範でま
た正式な組織ももたなかった．活発に行われた研究と
しては，ヘビ毒，肝炎，漢方薬から抽出した毒や酵
素，Chi-Kun効果に関連した血流，電気生理学などが
あった．神経毒は台湾の生物科学の重要テーマで 80

年前に研究を開始している．高名な医学者 Tsong-

ming Duとその弟子の Cheng-yuan Leeがパイオニア
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であった．Tze-wen Chengと Chi-hsiang Wongが国立
清華大（NTHU）で X線回折用のコブラ毒の単結晶作
りを成功させたときでさえまだ揺籃期だったといえ
る．コブラ毒そのものは，神経毒第一人者の高雄医科
大 Chen-chung Yangから供給された．台湾学術会議
の支援で 1970年頃 3台の X線回折装置が NTHUの X

線研究室に設置された．歳差カメラと回転陰極管を備
えた（株）理学電機の解析装置を用いて困難なデータ
収集が行われ，その最初の結果は 1972年に報告され
た（J. Biol. Chem., 247（1972）608）．引続き多くの研
究者が参加し，装置も改善され，さらに CD, NMR計
算機とも連携を組み，コブラ毒の構造研究は前進し
た．Chen-chung Yangは 1973年，NTHUの学長 Hsian-

shiu Hsuに抜擢され，新設の生命科学研究所の初代所
長となった．研究所は現在でも台湾生物物理学の原動
力である．
台湾科学の状況は 80年代中頃西欧諸国で訓練を受
けた多くの若手研究者の流入で急変した．長らく続い
た西側への頭脳流出がついに逆転，その結果，ハイテ
ク企業が花開いたのである．驚くべき経済成長であっ
たが，資源小国台湾の経済成長を維持するために政府
は基礎研究に投資を始めた．Cho-hao Lee他の人々が
政府を説得し，中国研究院（Academia Sinica; AS）傘
下に生化学研究所（IBC）を 1970年に設立させた．
IBCの研究の中核はタンパク質とペプチドで今や世界
的にも知られ，生物物理学者のホームベースでもあ
る．さらに海外の著名な台湾出身学者の勧めにより，
1981年に生命医学研究所（IBMS）そして 1982年に
分子生物学研究所（IMB）がともに ASのもとに設立
された．2研究所ともすぐに台湾の生命科学の中心と
なった．また，放射光施設も建設された．これらすべ
てが台湾における生命科学のマイルストーンになった
といえる．上げ潮に乗り，国内外の構造生物学者が
1984年 12月蘇州南園に集まり将来につき話し合っ
た．その結果，先進的 X線結晶解析法と NMR装置の
導入および強力な構造生物学の開拓プログラムを立ち
上げることで意見の一致を見た．

NTHUの生体分子 NMR研究の立上げは 1984年で，
2 人 の NMR 屋 Ch in  Yu と Wen Wu の 帰 国 と
400MHzNMRの導入に端を発している．1991年 IBMS

は Bruker AMX600, AMX400WBと BIOSPIN 47/40動物
用MRIを導入し NMR施設を立ち上げた．Tai-huang 

Huangと Hong Yengがそれぞれ NMRとMRIの研究
主任として抜擢された．その他 1992年，核酸研究で
著名な NMR屋 Lou-sing Kanも ASの化学研究所（IC）
に呼び戻された．同時期に，Pittsburgh大から Bi-

cheng Wang, Illinois大から Andrew H.-J. Wangが IMB

に呼び戻され，X線結晶解析研究の責任者となった．
彼らは IMBで時間をかけ，多くの若手結晶解析屋を
育てた．若手らは後に IMBで研究グループを立ち上
げている．

中華民国（ROC）生物物理学会の設立
中国研究院（Academia Sinica; AS）の下に 15人の
委員を擁する生物物理委員会があり，早くから国際純
粋応用生物物理学連合（IUPAB）の加盟団体となって
いた．ROC生物物理学会自体の設立はずっと後で，
まず IBMS所長の Chen-wen Wu と Tai-huang Huang

の要請を受け，1994年 11月 29日の研究所内理事会
で話し合われた．理事の多くは生物物理学会設立の必
要性に懐疑的だったが，Wuを長とし，Huangを事務
局長とする臨時委員会が作られた．その後，1995年
5月 11日 ROC生物物理学会が IBMS内に正式に発足
した．開会式と引続く 3日間のシンポジウムに約 100

人が参加した．Wuが初代（2代目も）の学会長に選
ばれた．1999年には当時 AS副院長だった Sunny I. 

Chanが 3代目の会長となった．2001から 2007年の
間は 2期続けて Andrew H.-J. Wangが会長であった．
現在は 4人目として今年（2007）6月から Tai-huang 

Huangが会長を勤めている．この間学会は隆盛とな
り，学会員は 100人から 250人に増加した．毎年，
年会を開き，2003年には台北で第 5回東アジアシン
ポジウム（EABS）を共催した．最近の年会には 300

人を越える出席者があり，交流の場としても将来発展
の場としても有効活用されていることは誠に喜ばし
い．

生物物理学の最近の発展
台湾生物物理学の最も活発な分野は構造生物学だろ
う．1ダース近い X線結晶解析グループ，20ほどの
NMR装置施設そして 10の理論生物物理学研究室があ
る．これらのほとんどが以下の組織に存在している．
中国研究院（AS），国立清華大（NTHU），国立陽明大
（NYMU），国立台湾大（NTU)，国立成功大（NCKU），
国立中興大（NCHU），国立交通大（NCHU）そして国
立中央大（NCU）．他の得意分野としては NTUの数学
とイメージング，ASと NTUおよび台北軍人病院の機
能MRI，ASと NTU他のイオンチャネル，NYMUのシ
ステム生物学とバイオインフォーマティクス，その他
にもアミロイド形成とタンパク質間相互作用，タンパ
ク質フォールディング機構，神経生理などの研究があ
る．生物物理分野への最も興味深い新参者は理論物理
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屋たちで，彼らはソフトマター，進化，タンパク質
フォールディング，DNAの流体力学的挙動，タンパ
ク質構造そしてデータマイニングに集中している．
台湾の生物物理研究は最近力強い助人を得た．最初
は Sunny I. Chan教授が赴任し，まず IC所長になり次
に AS副院長に移った．Chan教授は超高速タンパク
質フォールディングプロジェクトを立ち上げ，メタン
酸化酵素のメカニズムに迫った．第 2の事件は，
Andrew H.-J. Wang教授の帰国で，台湾の X線結晶学
を新しい地平へと誘った．他の重要人物としては，生
体分子 NMRで良く知られているオハイオ州立大より
戻ったMing Tsai教授がいる．Tsai教授は現在 IBCの
所長で，彼のおかげで台湾の生体分子 NMRは一新さ
れた．
台湾の生物医学研究の画期的できごととして，

2000年にスタートしたゲノム医学の国家プロジェク
ト（NRPGM）がある．このプログラムはヒトゲノム
プロジェクトの成功に呼応して立ち上げられたもの
で，Chan教授と NTUの Chen教授により率いられて
いる．ヒトゲノムを探索し，果実を得ることを求め，
研究基盤作りとゲノミクス研究に投資している．生物
物理学は関連の重要施設の設立によっても利益を得て
いる．X線結晶解析法も高磁場 NMRも機能的マイク
ロMRIもすべて最先端機器に脱皮するために少なか
らぬ資金が投入された．たとえば国立シンクロトロン
放射センター（NSRRC）は，かつて 1.3 GeVという低
エネルギーのため，物理屋しか利用しなかった．
1980年代後半 Exxonの Keng S. Liang博士，イリノイ
大の Hyden Chen教授，イリノイ大のWang教授，
ローレンスバークレー研究所の Joe Wang博士より成
るチームは台湾政府に硬 X線研究のため，ウィグラー
ビームラインの建設を具申した．これにより，台湾で
最初のタンパク質結晶解析用ビームラインが作られ結
晶学に多大の貢献をした．現在 Liang博士は NSRRC

の所長，Wen-guey Wu博士は副所長である．興奮す

べきニュースは，3 GeVシンクロトロン建設が認めら
れたことである．新設放射光の強力ビームを利用でき
れば生物物理研究のうち構造生物学，ナノテクノロ
ジー，生物医学イメージングなどの発展が約束される
だろう．その他新規の中核施設，たとえばタンパク質
ハイスループット生成用，プロテオミクス用，光学走
査プローブ顕微鏡用，分子遺伝イメージング用などが
走っている．それらの新型装置施設は生物物理屋の研
究能力を向上させその志気を高めるだろう．

将来展望
教育は研究の持続的発展と将来成長に欠かせない．
この点，従来の教育コースに加え，生物物理学に関連
した革新的大学院教育プログラムがスタートしたこと
は喜ばしい．この中には以下が含まれる；ASの化学生
物と分子生物物理学の国際大学院プログラム，NTHU

の構造生物学とバイオインフォマティクス大学院プロ
グラム，NYMUのシステムバイオロジーと構造生物
学プログラム，そして複雑系，ソフトマター，統計学
に力点を置いた NCUの生物物理大学院プログラムな
ど．またこの他，各大学の生化学専攻，化学専攻，分
子生物学専攻もスタッフの中に生物物理学者を擁して
いる．これらのプログラムは将来性ある多くの学生達
を吸収している．
台湾の生物物理コミュニティーが科学を前進させ
るため相応の責任を果たしている．その証拠はたと
えば第 16回磁気共鳴国際会議（ISMAR）の共催団体
となったことに表れている．ISMARは 2007年 10月
14–19日 Kenting国立公園で開かれる．
生物物理学は台湾において新しい学問分野だが，
新鮮に息づいており，登り坂である．私たちは台湾
の生物物理学に明るい未来を見たい．
（文責・訳：自然科学研究機構 岡崎統合バイオサイエ

ンスセンター　永山國昭）
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