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創立50周年に想う
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日本生物物理学会は創立 50周年を迎えた．半世紀を経て，生

物物理学は今や生物科学の一員として根を下ろしている．堅実に

成長しつづけているといってよいだろう．ここにいたるまでの多

くの先達の足跡を想う．

生物物理学の未来はどのようなものだろうか．遺伝子 DNAを

自在に操ることができるようになった今日，人類が育んできた生

物学は，“天然に存在する生物・ヒトの科学”という範疇を超え

て，人工産物（Artifact）を含む非天然にわたって展開する生命科

学として，自然科学のフロンティアを広げつつある．このこと

が，遺伝子治療や再生医療といった，天然には存在しない人工シ

ステムの力を借りた医学・医療へと発展する基盤となっている．

この生命科学の行き着く先は，天然には存在しない生命機能の研

究である．天然から非天然へと向かう学問の発展は，物理学や化

学が通ってきた必然の道だろう．生命科学は，人工産物や非天然

環境を含めて“生きているとはどういうことか”という，本質的

な問いかけをする学問として発展すべきである．そしてそれこそ

生物物理学が培ってきた理念であり，担うべき役割だろう．

ある応用物理学者はゴーギャンの画題を借りて，「物理学は，

われわれはどこからきたか何ものかを問う学問であり，応用物理

学は，われわれはどこへ行くのかを探り指し示す学問だ」とい

う．生物物理学は基礎と応用のこの両面をもっている．

生物には構造的機能的な階層性があるといわれる．生体高分子

は“モノ”だが，特有の“機能”をもつ．そして，その集合体と

しての細胞には“生物らしさ”の原型が現れる．多種多様な細胞

は組織をなし，“生き物”となる．遺伝子の働きは，自らが生み

出した周囲の環境や上層階からの制御を受ける．一方，最上層に

ある脳は下層階を支配するが，巡り巡って，下層階の物理的・化

学的・生物的状態に影響される．こうして“生き物”は，階層を

越えて幾重にも張り巡らされたフィードバックループの総体とし

て活動している．この多層多重の時空間ネットワークの様態を解

き明かし，遺伝子支配を越えた生命科学の未来を切り拓くのもま

た，生物物理学の責務かと思う．

生物物理学の方法論や技術開発なくして構造解析学や一分子生

理学は生まれえなかった．今後もこの学会から，生物物理らしい

大発見・発明が発信されることだろう．それは遠い未来のことで

はなく，明日のことかもしれない．

石渡　信一，Shin’ichi ISHIWATA

早稲田大学・理工学術院
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特集　日本発の生物物理学周年記念

日本生物物理学会は今年で創立 50周年を迎える．
この記念すべき年に会長をおおせつかることはたいへ
ん栄誉なことと思っている．私が生物物理学会に入会
したのは学会創立後 14年目，創設の熱気そのままに
発展の一途をたどっていたころである．そのころから
仰ぎ見てきた先生方や尊敬すべき先輩方が歴代会長に
名を連ねている．いささか荷の重さも感じているが，
2年間精一杯努めるつもりである．よろしくお願いし
たい．
生物物理誌では，節目ごとに学会を概観するような
企画がなされてきた．これまでの企画は，学会を創設
された偉大な先生方が，それまでの生物物理を踏まえ
次の時代への期待を語るものであった．しかし，日本
の経済成長のシンボルであった東京五輪や大阪万博を
知らない世代が社会の中堅を占めるようになったのと
同じように，学会発展の象徴であった 1978年の京都
の国際生物物理学会議を知らない世代が学会の中枢を
占めるようになっている．若手の会員にとっては，初
めて出会うときから生物物理学会は活発に活動してい
る学会の 1つだったのではないだろうか．そこで，今
回の企画では，少し違った観点から学会を概観してみ
ようということになった．

2008年は，4名の日本人のノーベル賞受賞という快
挙に皆が胸躍らせたことと思う．若手の会員から，
“GFPはよく知っているが，その発見者が下村脩先生
であることは知らなかった．同じように日ごろあたり
前のように使っている技術や概念が，実は日本発であ
るということが，生物物理の中にもあるのではない
か．このような技術や概念を紹介してほしい”という
希望が寄せられた．そこで，“日本発の生物物理学”
を 50周年を記念する企画として取り上げることに
なった．日本の生物物理学がどのように生み出され育
てられたか，創設期から発展期にかけて活躍された
（現在も活躍している）当事者の先生に回顧していた
だき，それに対して今後の展望を若手研究者に語って

いただこうというものである．御期待いただきたい．
私が日本発世界の生物物理学を強く意識したのは

20年以上前アメリカ留学中のことである．それまで
は，放射光施設に X線溶液散乱装置を作り，光生物
学の分野の研究を行なっていた．X線溶液散乱をタン
パク質折りたたみに応用しようと思いたち，イェール
大学に留学したのである．タンパク質折りたたみ研究
の経験のなかった私に，先生が読みなさいと 3つの論
文をわたしてくれた．その中の 1つが郷信広先生のレ
ビュー 1)であった．関連論文を含め，今では Go-mod-
elとよばれる lattice modelから，多くの帰結が，特に
consistency principleが導き出されることをわくわくし
ながら読んだ．郷先生は，後に，このレビューはタン
パク質折りたたみ分野への訣別の辞であると述べてお
られる 2)が，Go-modelは，確実に再評価されている．
日本にいるとあたり前の環境で，特に日本発と意識
することはないのだが，学生時代に学んだ高分子電解
質論（大沢－朝倉の理論）や，光生物学分野での日本
のお家芸ともいえる低温分光による光受容タンパク質
の光反応の解析など，日本発の生物物理には枚挙に暇
がない．豊穣な生物物理学の風土の中で，学び研究し
てこられたことを，今改めて感謝の念とともに深く思
う．若い研究者は自分の研究成果を自信をもって世界
に発信してほしい．それは，確実に日本の生物物理学
の発展を支えるであろう．
この機会に，現在の日本生物物理学会が抱える課
題について私見を述べておきたい．私が，科研費の
申請資格を得たときには，“生物物理”は，“生体物
性”と“分子生理”の 2細目を抱える“複合領域”の
1分科であった．しかし，今では，“生物学領域”“基
礎生物科学”の 1細目である．“物理学”分科に，“生
物物理･化学物理”という細目があるが，この細目は
どちらかといえば，ソフトマター物理の様相が濃い．
また，生物物理が，生物学と物理学に 2分されること
は決して好ましいことではない．さらに，“ナノバイ
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オロジー”や“バイオインフォマティクス”など新領
域に生物物理関係の細目ができ，生物物理の広がり
を示している．生物物理学会員の申請の選択肢が増
えたという肯定的な側面はある．しかし，細目は定
期的に見直され，申請数が少ない場合などは消滅す
ることもある．生き残っている“生物物理”の細目が
消滅することのないよう，学会員はよく考えて申請
を行ってほしい．
科研費で生物物理が生物科学の 1領域と扱われてい
るのと同じように，物理系学科の生物物理研究室が少
なくなり，反面，医学部や工学部，生命系学部で生物
物理研究室が増えてきている．生物物理の基礎科学的
側面よりも応用的側面が評価されてきているようにも
思われる．生物物理が，1分子から細胞内まで“見る”
技術の開発によって，生物学に貢献していることは疑
いがない．その底にある原理を説き明かすことも生物
物理の使命なのだが，その歩みは遅い．問題が複雑な
こともあるし，生物学の進歩のスピードに乗り切れな
いこともあるだろう．一昔前に終わったと思われてい
た高分子物理が，高分子やガラスなど複雑な物質の性
質を一般に記述するソフトマター物理としてよみが
えったように，今は，1分子を記述する統計力学など
新しい物理系生物物理を生み出すための困難を味わっ
ている時期なのかもしれない．“生物としても物理と
しても面白いのが生物物理”という大沢文夫先生の言
を忘れないようにしたい．
生物物理学会は，基礎科学指向の学術色の強い学会
であり，たいへんに居心地がよい．生物物理学会のよ
さである同好会的な雰囲気はいつまでも残しておきた
い．しかし，活発な学会にしては，会員数の伸びは鈍
い．ここ数年は，3700名程度で推移している．入会
者数と退会者数がほぼ拮抗しており，新しい分野から
の流入がないことを意味する．分野や人が固定化して
しまっているおそれがある．これまでにも分野間交流
の必要性は叫ばれてきた 3)．分野別専門委員の導入な
ど新しい人材を発掘するための方策も考えられてき
た．会員数の増加は，学会活動を支えるために重要な
課題である．私は，企業研究者がもっと学会に参加す
ること，すなわち学会が社会と接点をもつことが，会
員数増加の鍵になると思う．そのためには，学会で行
われている研究を組織的に発信し，生物物理学会員で
あることが，企業での研究開発にメリットとなるよう

にしなければならない．1分子生理学分野における高
性能の顕微鏡や測定技術の開発など，企業にとっても
魅力的な研究が，生物物理学会では多数なされている
と信じる．企業研究者が学会の中枢に入ってきてこ
そ，もっと活力が生まれるのではないだろうか．一
方，入会予備軍を増やすことも重要である．若い人が
生物物理に興味をもてるように，高校生向けパンフ
レットや大学新入生向けパンフレットを作成したの
も，学会が社会との接点をもつことを期待してのこと
である．日本化学会は，2009年 3月に学生の就職活
動の早期化，長期化に対応し，最終学年の 4月以降に
求人活動を行うよう，企業への要望書を出している．
日本物理学会は，文部科学省の支援を得て，学位取得
者やポスドクのためのキャリア支援センターを設置し
ている．日本生物物理学会は，このような活動を行う
ほどの学会規模ではないが，学生会員やポスドクの会
員へのサービスも考える必要があるかもしれない．
日本の科学技術政策立案に寄与することも学会の
務めの 1つであると思う．生物物理学会は男女共同 
参画に関して提言を行い，政策立案に一定の役割を果
たした．それ以上に，たとえば，中性子科学会は，
J-PARCに対して学会内に将来計画構想委員会を立ち
上げ，文部科学省の担当官僚を交えて話し合いを行
い，計画段階からコミットしてきている．放射光学会
も，XFELに対して，積極的に発言している．生物物
理学会として，このような大型予算を伴う政策には積
極的に関与してきてはいない．しかし，学会創設のこ
ろは，国立生物物理学研究所の設立を要求していたこ
ともある．個人のレベルでは，大型予算を要する科学
技術政策の現場に立ち会っている生物物理学会員は多
数いる．これらの情報を学会として共有する仕組みを
作る必要もあるだろう．
このような社会との接点を構築する作業に私は向い
ているとは思えないのだが，50周年を機に，生物物
理学会が成熟した普通の学会に脱皮するためには必要
なことと思われる．2年の間には，そのための方策も
考えてみたい．

文　献
 1) Go, N. (1983) Ann. Rev. Biophys. Bioeng. 12, 183-210.
 2) Go, N. (1999) Old and New Views of Protein Folding (Kuwajima, 

K., Arai, M., eds.), Elsevier, Amsterdam, pp. 97-105.
 3) 江橋節郎 (1995) 生物物理 , A10-A13.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6347038?dopt=AbstractPlus
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細胞中で起こる現象を分子構造論を基礎に理解する
ことは，生物物理の重要な 1分野である．意図的では
ないが，結果的にはそういう研究を展開したことにな
る自分の研究を振り返ってみた．研究展開は，置かれ
た研究環境に支配され，偶然の出会いや運に依存する
面の大きいことを強調したい．

1. 分子科学から生物化学へ
私の学位論文のテーマは，分光学データで高分子結
晶のマクロな性質を説明することにあった．材料をポ
リエチレン結晶とし，分子内と分子間の力場を考慮し
た調和振動近似で，分子内振動の結晶場分裂や低温比
熱の実測値を再現する力場をまず決めた．その力場を
用いて第 1ブリルアンゾーン全域にわたって格子振動
を計算し，振動状態密度，比熱，中性子非弾性散乱ス
ペクトルおよびその異方性，X線結晶解析の温度因
子，ヤング率を求めた．まだ紙テープにプログラムや
データを入力する時代であった．この時代に中性子ス
ペクトルを満足に説明する最初の研究として，特に原
子炉設計者の関心を得たようで，Oxford大学の図書
館から学位論文を送ってほしいという手紙のきたこと
を覚えている．
宮澤辰雄先生の助手にしていただき，液体構造を
分光学的に調べる Bryce Crawford教授の部屋に海外留
学することを勧められた．そこではMaxwellの方程式
とにらめっこし，分子振動による液体の複素屈折率
を内部反射法を使って決める研究をした．その成果
は業績として残らないが，その後の研究に陰から影
響した．2年後の 1973年秋に帰国すると，元の研究
室は消えていて，生命科学を課題とする研究室に様
変わりしていた．私は転職するか研究テーマを変え
るかの選択を迫られた．宮澤先生から転職先を紹介
されたが，私はそれを拒み，後者を選んだ．万年助
手覚悟の決心だったが，振動分光学を武器に真剣勝
負に挑んだわけである．

2. ヘモグロビンで生物物理へ
その頃阪大蛋白研ではチトクロム cの X線結晶解析
の研究が始まっていた．私はヘムタンパク質の振動分
光学を研究テーマに決めた．レーザーが化学者に使え
るようになってきていて，宮澤研の遺産に Arレー
ザーとラマン分光器があった．留学中に学んだ内部反
射法を用いれば，結晶の共鳴ラマンスペクトルを，結
晶に損傷を与えることなく測定できるかもしれないと
期待し，半球ガラスの平板側に結晶を貼付け，そこを
水蒸気圧を保つ密閉セルにし，球面側からレーザー光
を入射して散乱光を集める小道具をいろいろ作り，測
定を繰り返したが，うまくいかなかった．
振動スペクトルという手法は，スペクトル線の帰属
ができれば他の方法で得られないユニークな構造情報
が得られるが，帰属なしでは威力を発揮できないこと
がよくわかっていたので，そちら向けの仕事を並行さ
せることにした．金属ポルフィリンの合成研究をして
おられることを名前だけで知っていた京大の生越久靖
先生に手紙を書き，共同研究を申し込んだ．快く引き
受けてくださり，ヘムタンパクに最も近い共鳴ラマン
スペクトルを与える分子として Ni-octaethylporphyrin
を選んだ．その同位体ラベル分子を次々と合成してい
ただき，一連の研究でポルフィリン骨格の振動モード
を決めた．そのモード番号が，今ではこの世界で国際
的に使われている．その意味で，この分子科学的な研
究が生物物理の世界に残るものとなり，非常にうれし
く思っている．
一方，その頃阪大基礎工学部助手の飯塚哲太郎先生
がいろいろなヘムタンパク質の分光研究を精力的に進
めておられ，私もその仲間に入れてもらって，多くの
人を紹介していただいた．また小谷正雄先生の研究室
を引き継ぎ，ヘモグロビン（Hb）のことを最もよく
知っておられた森本英樹先生の研究室で，私はいろい
ろ教えてもらった．森本研の院生であった長井潔先生
とは，毎夜 12時まで実験し彼を自宅へ車で送り届け
る生活が続いた．『HbのO2親和性はF8-Histidine（His）
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を通してヘム鉄にかけられる張力で決まる』という
Max Perutz先生の仮説を実験的に証明するという目的
に夢中になっていた．Fe-His伸縮振動のラマンバンド
を見つけ，その振動数が 4次構造によって変化するこ
とを観測する一連の実験を進めていた．Fe-His伸縮振
動は 54Feと 56Feでシフトが 1.8 cm1しか期待できない
ものであり，当時の分光器の感度で「シフトした」と
いえる自信はなかった．20回ぐらい独立な測定をし
てスペクトルを重ね合わせ，何人もの人に見てもらっ
て，シフトしていると判断した．アメリカの大物が違
うバンドを Fe-His伸縮振動と帰属して発表したため，
われわれの論文は当然 rejectされた．しかしわれわれ
は，ミオグロビン（Mb）のそのバンドを帰属し，こっ
そり発表してあったので，後に世界各地でその帰属が
確認されたときにも，priorityを保つことはできた．
そして，Hbの O2親和性の低い状態（T状態）では
その振動数のみが低くなるが，他のポルフィリンモー
ドはまったく変わらないことを観測した．つまり，サ
ブユニット界面の相互作用で生まれるタンパクの張力
が Hisにかかり，Fe-His結合が伸びて結合が弱くなる
ため，振動数が低くなるのである．
こうして Perutzのモデルがはじめて直接データとし
て証明された．この結果が出たときに，Perutzさんか
ら祝賀の国際電報をいただいたことが印象深く残って
いる．ここで指摘しておきたいことは，4次構造変化
による Fe-His結合の長さの変化はごくわずかで，X線
結晶解析の精度を上げてもこの種の実験的証拠は得ら
れなかったと思う．Hbの協同効果のエネルギーが
3.5 kcal/molという大きさから考えても，生理的効果
を引き起こすタンパク質構造変化の小さいことが理解
できる．此のことを頭に入れて構造生物学の研究を進
めることが大事である．

3. ヘム酵素反応中間体の共鳴ラマン分光
万年助手から私を救ってくださったのが阪大医学部  
長の山野俊雄先生で，40才のとき（1980年）である．
阪大に創設された医学修士コースの助教授に私を採用
してくださった．山野研究室の昼食セミナーに毎日出
席し，弁当を食べながら生化学を勉強した．医学部の
学生実習も分担することになり，実習用の実験の特訓
を受けた．臓器機能テストが分担課題で，私は肝臓を
取り出してミトコンドリアの呼吸鎖を調べる実験が割
り当てられた．ネズミを殺すということははじめての
経験であった．このとき受けた特訓や講義準備のため
の生化学の勉強は，当時はつらく感じたが，このお蔭
でその後私は生体分子科学の研究に向かうことができ
た．周りの人たちには異民族ともいえる私を暖かく迎

え，研究させてくださった医学部生化学グループに深
く感謝している．
この時代から多種多様なタンパクを研究対象とする
ようになった．ペルオキシダーゼと H2O2との反応中
間体のCompound IIに Fe(IV)  O伸縮振動を見つけた
ことは特筆できる．実際にFe(IV)  Oヘムが存在する
ことをデータとして証明したのはこれが最初でないか
と思う．それがヘム酵素による O2活性化の研究に刺
激を与えると共に，錯体化学としても注目された．同
様の中間体が鉄ポルフィリンでも得られ，生物無機化
学という学問分野を創成していくことになる．私が領
域代表として組織した特定領域研究「生体金属分子科
学」では，金属という切り口で化学と生物を融合さ
せ，国際的には Society of Biological Inorganic Chemistry
という学会ができて，その第 14回国際会議が 2009年
7月に名古屋国際会議場で開催された．そこには 750
人の参加者（6割が外国人）がいたが，当時若かった
特定領域研究のメンバーがその会をリードしている姿
を見て私はうれしかった．また，アジア生物無機化学
会を分子研で開始したが，その第 5回が 2010年に台
湾で開催されるまで成長した．

4. 呼吸酵素による酸素活性化
1983年になって幸運にも私が分子研の教授に採用
された．物理化学の伝統を誇る分子研で私は恐る恐る
生体分子の共鳴ラマン分光の研究を始めた．呼吸酵素
による O2活性化機構の解明をテーマにした．阪大医
学修士の第 1期生であった小倉尚志君（現兵庫県立大
学教授）が人工心肺装置という独創的なフローラマン
測定装置を製作した．これにより，チトクロム酸化酵
素の全反応中間体の鉄と酸素との伸縮振動を同定する
ことにはじめて成功し，本酵素の反応機構の説明を
変えた．すでに Lodishらの Biochemistry第 4版に記載
されるにいたっている．これに加え，水谷泰久助手
（現阪大理教授）の製作したピコ秒時間分解共鳴ラマ
ン測定装置は，ピコ秒オーダーでタンパクの動的構造
や冷却過程を論じられるようにし，共鳴ラマン法の威
力を世界に示した．

5. おわりに
ヘムタンパク質を材料に共鳴ラマン分光の手法で生
物物理に切り込んだ例をここに示した．COを光解離
したヘムの冷却速度を実験的に決めたことは世界初で
あった．レーザーの波長を紫外域にシフトさせること
により，特定アミノ酸残基を観測することも可能とな
りつつある．この手法で自分のシステムを調べてみよ
うと思う人の出てくることを期待してやまない．
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「日本発の生物物理」とは日本で生物物理の分野で
創造的な研究成果をだすことと理解して筆を進める．
私が大学院で指導を受けた先生が，優れた研究成果
を出すには次の 3つのいずれかであると話された．
1）誰ももっていない装置で潤沢な研究費に恵まれる．
2）天才的な頭脳をもつ，3）誰もやっていない，やり
たがらない研究する．この 1），2）はわれわれには無
理なので 3）をやるしかないといわれ，労多い実験を
黙々とやることになった．先生は翌年，若干 40歳で
学士院賞を受賞，数年前に文化勲章を受章された．
学位を取得して助手として就職した北大の研究室
の教授は留学先のMax-Planck研究所の Eigen教授の研
究室から，ノーベル賞の対象となった温度ジャンプ
の装置をもち帰っていた．科研費一般研究（今の基盤
研究）（A）を獲得して，潤沢な研究費があった．ま
さに「優れた研究成果を出す」条件 1）に恵まれた．
しかし研究対象が無機化学の反応で，生物物理はで
きなかった．1）の条件も「棚ぼた」ではだめと認識
した．悶々としているとき，医学部の定員増で札幌
医大の医学進学課程（教養部）の物理教室で助手を求
めていた．研究は「生物物理」であれば何をやっても
よいということなので移籍した．地方の単科大学の
教養部である．授業をやっていれば研究成果は問わ
れない．研究費も乏しいし，誰も研究協力者がいな
い．これでは「優れた研究成果を出す」条件の 3）で
いかざるを得ない．結果的には札幌医大での 16年間
でファーストオーサーの Nature論文 2報を含む約 50
報の原著論文を出版することができた．そのいくつ
かはインパクトの程度はどうであれ「日本発の生物物
理」であったと自負している．「悪い研究条件」で「創
造的研究成果」を出すために悪戦苦闘した私の研究歴
をたどってみよう．
市販の装置で，誰にも手に入る実験対象でやってい
たので創造的研究成果をだすことはできないと思って
いた．北大で高速反応装置の開発に携わったとき，私

は「吸収と光学活性の同時測定高速装置を」開発する
ことにした．北大では完成できなかったが，札幌医大
で新たに組み上げ完成した（米国物理学会発行の「Re-
view in Scientific Instrument」に掲載された）．この装置
での測定対象をヘムタンパク質かロドプシンのいずれ
をと検討した．ヘムタンパク質は当時の生物物理では
流行のタンパク質である．一方，ロドプシンは関西の
限られた数の研究者しかやっていない．試料の精製も
実験も暗室といたって困難である．「優れた研究成果
を出す」条件の 3）に合致するのでロドプシンを研究
対象に決めた．やり始めると，いろいろアイデアが出
てくる．ある教授に「アイデアが一杯あるのに協力者
がいないので，歯がゆくてしょうがない」というと
「それはよい成果をだす環境に恵まれているよ！」と
いわれた．先生曰く「出てきたアイデアを次々やって
みてもたいした成果はでるとは限らない．そのうち消
耗してしまう．1人で研究をやるということは，これ
らのアイデアの中で最も優れたものを吟味してやるこ
とになり，よい仕事ができる」といわれる．これは納
得である．それでも 1つに絞れず，いくつかのプロ
ジェクトを同時進行した．生物物理学会の年会でも 1
人で 3，4演題の発表をした．これが幸いしたのであ
ろう，毎年のように生物物理で科研費を獲得すること
ができた．研究室が乏しくても，競争資金などで研究
費を獲得すればよい．生物物理学会は私のような地方
の悪条件にある研究者にも研究費を配分してくれた．
教養部のハードな教育義務をこなし，1人で実験を
するのはたいへんであるが，そのメリットもある．
春，夏の学生の休暇期間には，他大学や研究所に出か
けられる．その 1つが全国共同利用研究所の利用であ
る．ロドプシンの光反応中間体は温度変化により見い
だされていた．私の発想は，もう 1つの熱力学パラ
メーターの圧力を変えれば，体積の異なる中間体が見
つかるであろうというものだ！　東大物性研究所の超
高圧部門で 1万気圧までの高圧光学セルを使って実験
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し，4,500気圧と 3,000気圧で変化する 2つの中間体
を見つけ論文にした．この研究は生物物理学会誌
（Vol. 20, 362 (1980)）でも取り上げられた．
札幌医大に移って 5年目で海外に行く機会に恵まれ
た．すでに 37歳になっていた．留学先の Ebrey教授
は親日家で Visiting Associate Professorとして受け入れて
くれた．私の研究テーマの継続も了解してくれたの
で，約 1,000個のタコの網膜と高圧光学装置をスーツ
ケースに入れて渡米した．ロドプシン研究で多用され
る牛ロドプシン（脊椎動物）は 1回光を当てると分解
してしまう．タコロドプシンの光産物は安定で，オレ
ンジ光で元のロドプシンに再生する．明るい部屋で
1つの試料で何千回，何万回と実験できる．米国で最
先端の分光装置（ピコ秒レーザー，FTIR，共鳴ラマ
ン，ヘリウム極低温スペクトルなど）を開発した研究
者たちがタコロドプシンの利点を知り，相次いで共同
研究の申し込みがあった．当時，タコロドプシンで研
究していたのは世界中で私 1人であった．大いに研究
成果があがった．タコロドプシンは日本からもって
行ったので「日本発の研究成果」といえるかもしれな
い．Ebrey研でのタコロドプシン研究は数名のテクニ
シャン，大学院生を指導しながら進め，私自身は，当
時発見されたばかりの高度好塩菌紫膜（バクテリオロ
ドプシン）を持参の高圧光学装置で実験をし成果を上
げた．帰国してからはバクテリオロドプシンの研究は
止めた．これは簡単に培養，精製でき，誰にでも研究
できるので私の研究ポリシーに反する．その頃，向畑
恭男教授が発見した高度好塩菌の第 2の色素のハロロ
ドプシンの含量の多いミュータントを手に入れて，写
真のストロボを使った手作り閃光分光器で実験した．
しかし，得られた結果はすでに発表されたものと異
なっていた．いろいろ検討した結果，これは高度好塩
菌の第 3の色素と確信し，すぐに論文を書いて投稿し
た（これは生物物理誌（24巻，215 (1987)）にトピッ
クスとして掲載された）．米国で Spudich教授が同様の
色素を見つけたという噂が入った．論文が出版された
のは同時であった．Spudich教授の論文を読んで負け
たと思った．私は第 3の色素タンパク質をスペクトル
として示したが，Spudich教授はその上に行動実験か
ら機能として高度好塩菌の走光性の光感覚レセプター
とした．片手間では，それに専念している米国の大研
究室との戦いは「竹槍と鉄砲」である．やりかけの実
験を完成して数報の論文をまとめて，このプロジェク
トからは撤退した．当時，脊椎動物（牛）の視細胞で

の情報伝達系がすべて明らかにされたのでタコを用い
て無脊椎動物視細胞での情報伝達系を明らかにしたい
と思った．計画をたてやり出すとこれはグループを
作ってやらないとできないと思い，自前の研究室を作
ろうと思った．戦後 40年振りの理学部が新設される
と知り，姫路工業大学に応募した．25講座に 1,000人
を超える応募者があったそうだが，運よく採用され
た．バブルの頂点（1990年）に開設されただけあって，
実質 1億円近い講座開設費を与えられ，助教授，助手
を採用して，思いにかなった研究室を作った．当面の
テーマは視細胞の研究で，将来的にはそれを発展させ
て，脳研究をめざした．数年後にホヤという動物に出
会った．ホヤの幼生は光刺激で行動するが，脳の神経
細胞は 100個程度である．ホヤは発生学ではよく研究
されているが，神経科学の研究はほとんどない．「視
細胞からモーターニューロンまでの神経回路を明らか
にする」目標を建て，生物物理に科研費の一般（基盤）
研究 Aに応募した．何も成果を出していないのに，
申請を受け入れてくれた．かつての高度好塩菌の第 3
のロドプシンを発見したにもかかわらず，行動実験で
敗北したのを教訓に，この科研費で 1,000万円程度も
する行動解析装置を購入した．ホヤの幼生の頭部に
2つの黒色色素胞があり，これと光，重力，水圧など
の感覚器との関連に関して長い間，論争が続いてい
た．レーザー破壊装置と行動実験で前方の黒色色素胞
が平衡器，後方が眼点であることを証明し，100年続
いた論争に終止符を打った．その後ホヤの脳の神経細
胞を中心にプロジェクトを進め多くの論文をまとめ
た．最後の 3年間「光受容から筋肉の駆動まで」とい
うタイトルで生物物理から科研費基盤研究 Bの補助を
受け，始めに建てた目標「視細胞からモーターニュー
ロンまでの神経回路」をすべて明らかにできた．
札幌医大の教養部から比べたら 10-20倍のマンパ
ワーと研究費に恵まれた環境で駆け抜けた 18年間で
あった．高額な装置と経費を用いて，それでないと
できない研究をし，それなりの成果がでたと思う．
しかし，「創造的研究成果」はどちらか？　研究条件
の悪かった札幌医大での成果のほうに軍配があがる
と思う．
大型の研究費を限られた数の研究者に与えるのでな
く，科研費だと基盤 B，C程度の競争的資金の数を増
やすこと，大学の定常的な研究費（講座費）を充実す
ることが望まれる．
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1. 名古屋大学物理教室の K研
私は 1958年に卒業研究で，名古屋大学理学部物理
学科の K研に配属されました．K研は大沢文夫先生
の研究室で，筋肉の研究を中心にしておられました．
名古屋大学の物理教室はアルファベットで，研究室の
名前を付けており，また，大沢先生も大沢さんとよん
でいました．一昨年ノーベル物理学賞を取られた益川
さんも E研で，指導教官を坂田さんとよんでいまし
た．先生をさんづけでよんで，お互いに同じ立場で研
究などの議論を交わすのが名古屋大学の物理教室の伝
統で，その中から，新しい研究の成果が生まれたのだ
と思います．
大沢さんの主催する K研は，もともと高分子の研
究室でしたが，物理教室で筋肉の研究を始められたの
です．このあたりの経緯やその後の K研の発展につ
いては，大沢さんの「飄々楽学 ｣1)に詳しく書いてあ
りますので，ここではあまり詳しくは述べませんが，
私が研究室に入ったのは，筋肉の研究を始めて，やっ
と成果が出始めた頃でした．
さて，私のことですが，なぜ，K研を選んだかにつ
いてははっきりした理由はありません．卒研を始めた
ときは研究者になろうとはあまり思っていなくて，高
校の先生くらいになろうかと思っていたので，素粒子
や宇宙線のような，あまり専門的な研究分野は避けよ
うと思い，消去法で K研を選んだような気がします．
その後は，研究がおもしろく，卒研中に成果も出て，
朝倉さんや大沢さんに研究を続ける面白さなどを教え
ていただき，大学院に進学し研究者になってしまいま
した．

2. アクチンの G-F変換
K研での研究では，筋肉タンパク質アクチンが，

G-F変換をすることがわかっていました．筋肉の中で
は Fアクチン（fibrous actin）という繊維状の構造をし
ていますが，筋肉から精製したアクチンは Gアクチ

ン（globular actin）という粒状の単分子で，Gアクチ
ンが重合して Fアクチンになります．K研で当時明ら
かにされていたことは，溶液中では Gアクチンと F
アクチンが共存しており，丁度氷と水が共存している
ようになっていて，2つの相を作っていること，ま
た，この Gアクチンと Fアクチンは動的平衡になっ
ていることなどでした．Fアクチンの量は粘度，流動
複屈折などを測定して確かめることができます．塩環
境や温度を変えると，共存している Gアクチンの量
が変化します．
そこで私は朝倉さんの指導の下，ウサギの骨格筋か
ら Gアクチンを精製し，それが重合して Fアクチン
になる状態を，Fアクチンの粘度，流動複屈折，溶液
の弾性などを測定することで，より詳しく研究するこ
とにしました．流動複屈折と粘弾性を同時に測定する
装置は先輩の川島さんが設計して作ったものでした．
この装置は 2本の円筒の間に測定する溶液を入れて，
外側の円筒を回転し，内側の円筒はひもでつるしてあ
るものです．外側を回転すると Fアクチンが配向し，
それによる複屈折を測定します．同時に内側の円筒が
溶液の粘度に比例して引きずられるので，そのひずみ
から粘度を測定します．また，内筒を振動させたとき
の減衰と位相のずれから溶液の弾性が測定できます．
これらの測定によって，これらすべての量は Fアクチ
ンの濃度に比例することがわかりました．その結果，
Fアクチンの量を見積もるには流動複屈折が最も簡単
であることがわかりました．そこで，私は装置を簡略
化して，流動複屈折の時間経過を簡単に追跡できるよ
うにしました．
そこで，Gアクチンから Fアクチンへの変換の速度
論の研究を行いました．さまざまな塩環境で Gアク
チンから Fアクチンへの変換の時間経過を測定しまし
た．その結果は，(1)Fアクチンの形成の過程が S字
型であること，(2)Fアクチンの形成の速度が Gアク
チンの濃度のほぼ 3乗に比例することがわかりまし
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た．このことから，Gアクチンが 3個集まったものが
核になって，これに Gアクチンが結合して Fアクチ
ンになるというらせん状のアクチン重合体というモデ
ルを出しました．この論文が出たのが，1962年で，
1963年になって Hansonらによる Fアクチンの電子顕
微鏡像が得られて，アクチンがらせん状重合体である
ことがわかったのです．残念なことに，われわれのモ
デルは，構造が 2重らせんとは異なっていましたが．
その後，このモデルによって，アクチンの重合が核
形成と伸張であることから，Fアクチンを超音波処理
によって切断して，核の量を増やし，Gアクチンに加
えると，速い重合が起こることなどがわかりました．
また，Gアクチンは ATPを結合しているのですが，F
アクチンになるときに ATPは加水分解されて，ADP
になることと，Gアクチンと Fアクチンは動的平衡で
あることから，定常的な遅い ATP分解が起こってい
ることなどもわかりました．さらに，Fアクチン繊維
は一方からモノマーが外れ，反対側にアクチンが結合
するというトレドミルを行っていることなどもわかり
ました．通常は Gアクチンは ATPとカルシウムを結
合しており，Fアクチンは ADPとカルシウムを結合
しているのですが，適当な条件下で透析をすると，F
アクチンの構造を保ったまま，ADPとカルシウムを
除去できることもわかりました．さらに，蔗糖存在下
では Gアクチンから ATPとカルシウムを除去しても，
塩を加えると Fアクチンになることもわかりました．
近年になって，プリオンの研究から，プリオンの重
合体の形成が，核形成と重合体の伸張という過程で起
こっており，アクチンの重合のモデルとよく似た現象
であり，われわれのモデルが再評価されているという
話を聞きました．
私の筋肉の研究は，Fアクチンの構造のところまで
で，収縮のメカニズムの研究には行きませんでした
が，その後，アクチン繊維のやわらかさや，1分子計
測などで，日本における筋肉の研究は大きく発展して
います．

3. その後の研究
私自身は 1968年から 2年間パリのパスツール研究
所に研究員として出かけ，アロステリックの研究で
ノーベル賞を取ったモノーの研究室でシャンジューと
アセチリコリン受容体の研究を始めました．それ以
後，日本に帰ってからは大阪大学の大沢先生の研究室
に採用され，ウサギの骨格筋を使って，筋収縮の制
御，興奮収縮連関に関係する筋小胞体の研究を始めま

した．その後，生体膜の研究が中心になり，イオン
チャネルの研究を行っていきました．その中で，1984
年から 3年間特定研究「生体電気信号」という斑をた
ち上げ班長として活躍しました．イオンチャネルなど
の分野の多くの人とネットワークを作ることができま
した．

4. 生物物理学会とのかかわり
生物物理学会の歴史はいろいろのところで書いてい
るので重複することもあると思いますが，私とのかか
わりを少し書きます 2)-5)．日本生物物理学会は 1960
年の 12月に設立されました．私がM2のときです．
この設立には大沢さんの研究室が大きくかかわりまし
た．設立の準備のために小谷さんなどが名古屋にこら
れお会いすることもできました．8月には設立に関し
て，生物物理とは何か，どのような学会にするのか，
など，志賀高原で開いた若手夏の学校で議論され，こ
の会の世話もしました．その後，多くの人に学会の設
立の趣意書などを発送する雑用も行いました．このと
き発送した手紙は 17,000通と聞いています．それら
の結果，学会設立時には会員は1,300人を越えました．
その後，学会は順調な発展を経て，1978年には京
都で第 6回国際生物物理学会が開催されました．この
雑用も大沢先生が中心になって行われましたので，私
は事務局代表として活躍しました．この会も多くの外
国人の参加があり，大盛況でした．それ以後，私は
1992年から 2年間学会の会長を務めました．また，
2005年から学会は欧文誌 Biophysicsを電子版で e-jour-
nalとして出版することになり，2004年から 2008年
まで編集委員長をつとめさせていただきました．
私の研究生活を振り返ると，大沢さんとの出会いが
最も大きく，その他いろいろの人との出会いが大きな
意味があったと思います．私のやってきたことが，今
後の生物物理学のますますの発展の何かのきっかけに
なれば幸いです．

文　献
 1) 大沢文夫 (2005) 飄々楽学，白日社．
 2) 生物物理の現状と展望（座談会）(1980) 生物物理 20, 

195-208.
 3) 葛西道生 (1980) 日本生物物理学会 20年のあゆみ．生物物

理 20, 209-214.
 4) 生物物理はこれからなにをやるか（座談会）(1982) 生物物

理 22, 185-197.
 5) 曽我部正博，郷　信広編 (2003) 生物物理学とはなにか，シ

リーズ・ニューバイオフィジックス II-10，共立出版．
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1. 遠謀深慮
岡小天先生にはじめてお目にかかったとき，これか
らは生物物理です．しかしすぐに始めるわけにはいか
ないから，まず高分子からやりましょう．とおっしゃ
るのです．ところが高分子すら，何もわかっていない
頃でした．遠謀深慮ということでしょうか．そこで
random walkの論文などを読んだりしました．1942年
のことです．私は，数年軍隊にゆかなくてなりません
でした．戦後，新しい憲法ができて，戦争を否定し
た，学問のできる世をうれしく思いました．米国から
文献がどっと入ってきました．高分子の論文もあふれ
るようにありました．戦時中天然ゴムのなくなったア
メリカで，合成高分子の研究が始まり Debyeもそれに
参加して，粘性や光散乱の研究をやっていていまし
た．また一方学生の頃受けた忘れられない講義の中
に，坂井卓三先生の熱力学と統計力学がありました．
坂井先生の講義にはあまり具体的な問題がなかったよ
うに記憶していますが，統計力学やその基礎は私の頭
の中に深くのこりました．米国からの文献には統計力
学の論文も多数ありました．Kirkwoodは高分子と統
計力学の両方を勢力的に発表していました．岡先生は
その頃，もうタンパク質をとりあつかい，絹フィブロ
インを考えておられました．生物を指向する人もしだ
いにふえてきました．私は？　といえば少しためらっ
ていたのです．物理は考え方であって対象は問わない
と思っていましたが，生物という巨大なものに向かっ
て，つまみ食いではいけない，どういう方針でやる
か，自分でなっとくしたうえでなければ生物学にとっ
ても意味がないだろうと思っていたのです．

2. ルビコンをわたる
その転機が和田昭允さんたちの発見されたポリペ
プチドのヘリックス―コイル転移でした．似た現象は
タンパク質にもあるだろう．転移現象はまた統計力
学の主要なテーマであり，物理としても面白いと
思ったのです．転移には機能がともないます．常磁

性体が強磁性体に転移するときに生まれる機能は，
多くの応用を生んでいます．生物の機能も転移から
でるのではないか，と想像しました．こういったこ
とを教室の談話会で話しました．富山小太郎先生は
その草稿を岩波の科学にのせてくださいました．新
しい物理をさがすという意味ですから，カエサルが
祖国の敵を覚悟してルビコンをわたるというほどの
ことはないのですが（塩野七生さんによれば，ローマ
の国境の河ルビコンは小川のように小さいものだそ
うですが）これは私が生物物理を始めるという宣言で
もありました．同じ自然科学ですから，もっと気軽
でいいはずです．岡先生はそうでした．そこにいた
るまでに手間がかかりすぎました．

3. タンパク質の不思議
タンパク質は，しかしながら，どうはじめてよいか
わかっていたわけではありませんでした．名古屋大学
の大学院生郷通子さんが研究室にこられるようになり
ましたが，とりあえず，ポリペプチドのヘリックス―
コイル転移をしらべたり，できたばかりの大型計算機
を使ったりしました．タンパク質の相転移は，一様な
磁性体のそれと違って，一様でないアミノ酸の配列が
支配的な，新しい問題だと思いました．伊勢村と
Anfinsenの研究は勇気をあたえてくれました．その不
思議を解きあかす鍵はもちろんアミノ酸残基間の相互
作用です．そのようすを見る方法として，大井さん，
西川さん，磯貝さんらの協力を得て三角マップを考案
しました．その図はタンパク質ごとにちがっていて，
相互作用の重要性を示唆していました．当時はその中
身はわかりませんでしたが，構造のわかっているタン
パク質の残基間の距離のマップをもとにして，そこの
相互作用だけを考えて，輪湖さんと統計力学を作りま
した．このときに島模型を提案しました．島とは定
まった立体構造をもった部分です．島と島の間には相
互作用がないとしました．それはヘリックス―コイル
転移の理論からヒントを得たものですが，厳密にとけ
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て，タンパク質の転移のようすをあらわすことができ
ました．ランダムコイルの状態から立体構造へ 2状態
転移するものがあったり，また中間構造のできるもの
もあったりしました．後に実験で発見された molten 
globuleに相当していました．

4. 島模型
しかしこの理論は既知のタンパク質の構造を使って
おり，相互作用が何かわからないので，いろいろな問
題が残りました．まず，2次構造も島の 1つですが，
それがどうしてできるかです．アルファ―ヘリックス
の理論はヘリックス―コイル転移の理論としてありま
したが，水素結合だけならどんなタンパクでも皆ヘ
リックスになってしまうだろう．ここでしばらくつま
ずいていまして，ふと気がついたのは，2次構造がで
きた後のことを先にやってみようということでした．
島が大きくなったり，島と島が接触して大きな 1つの
島になるとき，相互作用は遠距離力でなければならな
い．それは疎水相互作用だと考えたのです．疎水相互
作用は水を媒介にしているからです．ちょうどそのと
き，タイミングよく Natureに Israelashvili-Pashleyの疎水
相互作用は遠距離力だという実験の論文がでました．

5. ミオグロビン・リゾチーム
そこでマッコウクジラのミオグロビンを例にして，

2次構造だけで，三角マップをつくり，疎水相互作用
をしらべました．簡単のためにアミノ酸はベータ炭素
から先はきりとり，分子が潰れないように，原子間に
レナード―ジョーンズ型ポテンシアルをいれ，近い疎
水基ペアから順にむすんでみました．その結果は天然
のミオグロビンの三角マップとよくにていましたが，
切り取った側鎖を適当な大きさの球に置き換え，さら
にヘムも考慮しましたらおおいに改良されました．そ
れは研究室としては記念すべき論文でした．
次にリゾチーム．ここには S-S結合があります．そ
れは近付いたシステイン残基同士が結合するのです
が，どうして表現しようかと皆で考えました．そこで
出たアイデアがランプシェードです．これはうまく機
能しました．BPTIの折りたたみにも成功しました．
さらにいくつかのタンパク質についてそれぞれの特性
をもった 3次構造をきめることができるようになりま
した．タンパク質に対しては，島同士の間には相互作
用がないとする近似はむしろ現実をよくあらわしてい
ると考えています．大野克嗣さんのおすすめで，そこ
までの研究のレヴュウを小林幸夫さんと書き，本にな
りました．（!e physical foundation of protein architecture, 
World Scientific, 2001）．

また初期の島模型を精密化し，レナード－ジョーン
ズ型ポテンシアル，疎水相互作用，それにともなうエ
ントロピー，必要ならば，S-S結合も考えて，統計力
学を作り，現実のいくつかのタンパクに応用して，細
かいところまで再現できるようになりました．しかし
2次構造は借りものでした．そして再び原点にもどっ
たのです．

6. 2次構造
さてタンパク質の疎水相互作用の重要な役目を知っ
たとき，アルファーヘリックスの形成にもそれがきい
ているのではないかと思いました．2つまたは 3つ間
隔をおいた疎水基対がヘリックスを安定化しているの
です．その構造が続いている部分はヘリックスになる
とすると，意外によく予測できるのです．もう少し丁
寧にルールを作ってみると予測率は 85%以上にもな
りました．しかしルールがあてはまらないときもある
ので，それを解決すればもう少し予測率はあげられそ
うです．また試しに膜タンパクの photosynthetic reac-
tion centerや rhodopsinに適用してみますとやはりよい
精度で予測できることがわかりました．膜の中のヘ
リックスも先ず水中でできることを示唆しているので
しょう．310ヘリックスや，ベーターストランドは疎
水相互作用だけによるものではありません．研究は少
し進んでいますが今はまだ発表の段階ではありませ
ん．タンパク質の最終的な不思議は 2次構造形成にあ
ると思っています．

7. おわりに
これまでに得た結論のなかで，特に 1つだけここに
書くことをお許しください．それは通説に反すること
ですが，むしろ合理的です．島模型で疎水相互作用を
近いところから作用させてゆくのは（統計力学では，
エントロピー効果をあらわします），タンパク質の形
態空間をきめていることです．伊勢村と Anfinsenのド
グマはこの狭い空間の中でのことです，そのために再
生が早いのです．往々全空間のことと取られがちで，
エネルギー最低状態に達するには漏斗 funnel状の構造
があるとしていますが，そうではありません．普通の
変性再生の実験ではこの外に出ないように注意してい
るのです．この外に出るにはコンピュータならできま
すが，するとエネルギーのもっと低い状態もあること
が示されています．
ここにいたる研究の 1つ 1つの時点で，多くの方や
学生さんの議論や協力をいただきました．皆さんのお
名前をあげる余裕がありませんが，あらためて御礼を
申し上げます．
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1. いろいろな分野をさまよう
大阪大学の卒業研究（1952年）は，仁田研究室で
熱化学の実験（トロポニンの蒸気圧）を行なう（関集
三助教授）．経済的な理由から就職以外はあり得ない．
あるレーヨン会社に採用されるが，卒業寸前に取り消
される．困っていると，同級生の川面君が灘中学校に
交渉してくれ化学の講義ができるようになった．数ヵ
月たつと，関先生がある研究室で助手を求めていると
いわれる．田淵大作助教授（音響科学研究所）を訪ね
ると，超音波を使って化学平衡の研究をしているとい
う．夢にも思わない助手のポジションなのでお願いす
る．シクロオクタテトラエンの実験をしていたが，次
第にうまくいかなくなる（我の強さが原因？）．その
頃原子力の平和利用の研究がさかんになり，日本でも
会社の努力により財団法人日本放射線高分子研究協会
が設立される．仁田勇教授がその大阪研究所の主任研
究員になられ，私を研究員（1957）にしてくださった．
電子スピン共鳴（ESR）の装置を購入していただく．
高分子に放射線を照射したときに生成するラジカルを
研究することになった．会社の方々も派遣研究員とし
てこられる．研究所の前に寮ができて入所する．いろ
いろな高分子に生成するラジカルを同定し，酸素との
反応や速度論を明らかにする．一生の内でこんなに実
験したことはない．関西地区で ESR懇話会ができて
毎月研究会に出席する．「ポリエチレンの放射線化学
反応」の論文で学位を得たので，留学を考えてMc-
Connell教授に手紙を書く．京都大学に放射線化学講
座が新設され，波多野先生（生化学）が教授になり，
私を助教授にしてくださった（1963）．

2. Stanford大学での研究
Fulbright奨学金を得て Stanford大学に行く（1964）．

McConnell先生は磁気共鳴の理論も実験もされる有名
な方である．彼は私に共重合体に生成するラジカルを
考えておられたが，私は大学に移ったのでより自由に
テーマが考えられると思い，ラジカルを使った生体高

分子の研究をやりたいという．そしてそのようにな
る．毎朝部屋にきて How do you do?といわれる．これ
はもちろん挨拶ではなく実験のことの質問である．ま
ずラジカルを見つけないと話がはじまらない．暫くし
て彼はクロロプロマジン（cpz；図参照）をもって現れ
る．Veterans Hospitalの Forrest博士からいただいた．
これは精神分裂症の薬である．水溶液にして酸化剤を
加えるとピンク色になる．これは電子が 1つ取れたカ
チオンラジカル（cpz）が生成したことをしめす．生
体高分子としては，医学部の Stryer助教授から DNA
をいただく．cpzを DNA水溶液に入れると，色調が
変わりスペクトルも固体状になり，何らかの complex
ができる．それを調べるには DNA水溶液を流しなが
ら ESRを測定するのがいい．DNAの 2重らせんが流
れの方向に揃うからである．また波長の短いマイクロ
波がよい．普通の実験室では波長 3 cmの Xバンドを
使うが，Qバンド（波長 8 mm）のほうがよい．大学
の近くに Varian社があり，そこの Hyde博士がプラス
チック製の Qバンド空洞共振器をもって現れる．磁
場と垂直方向に流すのは容易であるが，平行方向に流
すのは簡単でない．小さい穴を 2ヵ所に開けてガラス
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管を通し測定した．その結果垂直と平行でスペクトル
が非常に異なっていた．その解析から cpzの平板構造
が DNAの塩基間に挿入される（intercalation）ことを
結論した．留学後数ヵ月で得た成果である．

McConnellは（電子）スピンでラベル（する）と命
名する．より一般に使えるラジカルとしてニトロキシ
ドが合成される．私もスピンラベルしたヘモグロビン
の単結晶の研究をした．

3. 京都大学生物物理学教室にて
1966年に日本に帰る．やはりスピンラベルで研究
を続けることにする．大学院生らが頑張ってアセトン
などからニトロキシドを合成した．はじめのテーマ
は，ヘモグロビンのサブユニット間の相互作用であっ
た（大阪大学中馬教授と共同で）．いろいろな研究者
らが自分の研究にスピンラベルを使うことを考えられ
る．たとえば岐阜大学の野沢教授はテトラヒメナの膜
を，江橋教授や丸山教授らはトロポニンと Ca2の相
互作用などを．この頃理学部に生物物理学科（6講座）
が設立され，私も教授としてそちらに移る（1968）．
この教室の地下の ESR室で皆さんと一緒に実験した
ことを思い出す．
われわれは次第に細胞膜に興味をもつようになる．
そのためスピンラベルしたホスファチジルコリン PC*

を合成した．2，3の成果を示す．

3.1　Ca2による脂質膜の相分離
ホスファチジルセリン（PS）と PC*で膜をつくり，
それに Ca2を加える．スペクトルが変化し PC*が膜
内で濃縮されることがわかる．EDTAで Ca2を除くと
元に戻る．この膜は始め液晶状態であるが，Ca2が
PSに結合して固相状態になるため PC*を除いてしま
うのである．温度の変化に伴う脂質膜の相分離はよく
研究されていたが，われわれは温度一定で Ca2によ
る相分離を見つけた．

3.2　ウイルスと細胞の融合
センダイウイルスによる細胞融合は岡田善雄教授の
有名な仕事である．われわれはセンダイウイルスをス
ピンラベルし，それと細胞の融合を研究した（浅野朗
助教授と）．先ずウイルスを PC*に混合し取り込ませ
る．このラベルされたウイルスを細胞（具体的には赤
血球）に加え吸着させる．ESRスペクトルを測定する
と急速に変化してくることがわかる．これは PC*がウ
イルス膜から赤血球膜のほうに移ることを示す．融合
の速度や程度が定量化された．このウイルスの融合に
よりゲノムが相手の細胞に移ることになる．この融合

は電子顕微鏡で明らかにされていたが，それをスピン
ラベルで示したことになる．
前田豊三助手は次にインフルエンザウイルスの融合
の実験を始める．しかし何回実験してもスペクトルに
は何の変化もない．融合が起こらない．ある日彼は水
溶液の pHを変えてみた．その結果酸性にすると融合
が起こることがわかった．pHが 6よりも小さくなる
と起こり 5で最大になる．でもこれは何を意味するの
だろうか？　われわれの体液は中性（pH 7.2）なので，
ウイルスは細胞に吸着するが融合できないことにな
る．いろいろな研究を行ない次の結論が得られた．ウ
イルスは細胞に吸着したままで内部に取り込まれる
（エンドサイトーシス）．エンドソーム内に入り，最後
にリソソームに送り込まれる．このリソソームの内部
pHは 5であることがわかっていた（de Dubeら）．し
かしエンドソームの pHは不明であった．その頃いろ
いろな研究者によりエンドソームの pHが 5であるこ
とが明らかにされる．したがってウイルスはエンド
ソーム内で融合してゲノムを細胞質に移し感染するこ
とになる．センダイからインフルエンザへ，恐らく融
合が得られると思っていたところが，想像も付かない
新事実を明らかにしたのである．すなわちウイルスの
細胞内侵入には 2種類があって，中性で融合できるセ
ンダイウイルスなどは細胞膜で融合し，インフルエン
ザウイルスはエンドサイトーシスされエンドソームで
融合することになる．Helenius らもセムリキ森林ウイ
ルスの酸性ルートの機構を明らかにしていた．

4. 退職後の生活
京大を 1993年に，龍谷大学を 1998年に退職する．
どのように時間を費やすのか？　宇治にはいろいろな
サークルがあったので，そのひとつ水曜会（油絵）に
入れていただく．ある会合（Art Forum Uji）で話をす
ることになった．「私は今まで理系の研究をしてきて
主として左脳を使ってきたが，絵となると右脳を使う
のでうまく描けるだろうか？」．

4年前から新芸術展に応募し 100号の絵を描いてい
る．現在準会員である．私は絵でも左脳を使うと思
う．たとえばクロッキー（いろいろなポーズをする裸
婦を短時間にスケッチ）では，右腕と左腕の角度や，
身体の傾きなどを鉛筆を使って測るが，これは左脳の
働きであろう．最近生命に関する絵を描いている．先
ず始めに人，遺伝子，細胞，宇宙をどのようにアレン
ジするのかが問題で（右脳），後はデッサンして描い
ていくのである（左脳）．それには技術が伴っていな
い．私は研究者時代にもっと右脳を使っていたらと後
悔している．
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Nirenbergによる遺伝子コード決定の最初の論文が
発表されたのは，素粒子理論の研究をめざして私が大
学院に進学した 1961年の夏でした．ついで，Anfinsen
の refoldingの実験と熱力学仮説の考えが伝えられまし
た．これらの科学史上の大事件がまさに起きつつある
ことに刺激されて，私は専攻分野を変えてしまいまし
た．勉強した物理学を生かした生物学研究をしたいと
考え，熱力学仮説が原理的可能性を保証してくれてい
るタンパク質の立体構造予測法の開発に取り組みたい
と思いました．そこで，それに向けた研究を標榜して
いた Cornell大の Scheraga教授の研究室に東大の助手
を休職して留学し，1967年から 3年間滞在しました．
研究室でやっていたのは，ペプチドの立体構造を経験
的力場で計算するようなことでしたが，私は構造ゆら
ぎに由来するエントロピーが，実現する構造を左右す
る場合に関心をもち，そのための計算法をいろいろと
開発しました．結局 3年間は，目標に向けた研究の物
理化学的基礎作りに終わりました．
帰国してから 1971年に九州大学に助教授の職を得
ましたので，新しい挑戦として，予測法の基礎解明を
めざし，フォールディング過程の研究を始めました．
物理学では相転移の統計力学は大きな研究分野です
が，私はその延長上に，アミノ酸配列によって定まる
特異的立体構造を秩序構造とする秩序・無秩序相転移
の統計力学を作ろうと思いました．秩序構造が高い特
異性をもつことが，そのような相転移の基本的な特質
を決めるだろうと考え，その仕組みを抉り出すため
に，思い切って簡単化した理論モデルを考えることに
しました．それが院生の武富さんたちと始めた特異的
相互作用をもつ格子模型 1)で，現在そのいろいろなバ
リエーションが Goモデルの名でよばれています．実
際のタンパク質の分子内で働いているさまざまな力
を，その理論モデルに取り入れてシミュレーションを
実行し，さまざまなことを学び，それらの成果のまと
めを 1983年に書きました 2)．この中で「整合性原理」

の考えを提唱しました．「特異的立体構造の安定化に
寄与しているさまざまな分子内力の間には整合性が成
りたっている」とする主張です．「整合性が成立する
ような特殊な事情のため特異的な立体構造が安定化さ
れ，その条件を満たすアミノ酸配列が進化過程で選び
出されてきた」と考えるわけです．同様の考えを
Wolynesらが 1987年に発表して以来，この考えはタ
ンパク質一般に成立している原理として，広く受け入
れられるところとなりました．この原理における特異
的立体構造安定化の仕組みの説明は物理学の論理に
よっていますが，その前提としての整合性の背景に進
化過程を考えており，正に物理学と生物学の接点に成
りたつ一般原理です．いわゆる Goモデルは，整合性
原理を理論モデルの形で表現したものとなっていま
す．予測法をめざした研究から，1つの一般原理の発
見にいたりました．
基礎ばかりやっていて具体的な予測法開発の大志は
どうなったのかという感じですが，実は論文にはなら
なかったのですが，いろいろなことを試みてはいまし
た．その 1つが，完全な ab initio予測ではなく，立体
構造に関する実験的情報と計算的予測法を組み合わせ
ることでした．たとえば，タンパク質の立体構造を回
転楕円体としたときの長軸と短軸の長さが実験的にわ
かったとして，立体構造の可能性はどのくらい狭まる
か，といった問題です．そして，いろいろな実験デー
タが可能な立体構造の範囲をどのくらい狭めるかを表
す情報量に関心をもつようになりました．その 1つが
NMR実験で得られる NOE情報で，これは分子内の
特定の水素原子間の距離が約 2 Åよりも近い距離にあ
るか，ないかを示します．高分子物理学では，長い
ループの両端を閉じたときのエントロピーの減少を問
題にしますが，タンパク質の場合は，ループを閉じる
点の対の数が相当数あるときのエントロピーの減少が
問題になります．1979年にスイスの ETHのWüthrich
の研究室に短期間客員教授として滞在中に，ポスドク
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の Braunさんと共にこの問題に取り組み，この実験
データだけで，タンパク質の原子分解能 3次元構造が
決まってしまうことを発見しました．新しい立体構造
決定法の誕生です．当時多くのタンパク質 NMR研究
者がこの可能性に関心をもちながらも，否定的な見解
が支配的であった中での発見でした．実験データから
3次元構造を計算する実用的なアルゴリズム開発のた
めに，スイスから Braunさんを九州大学にポスドクと
して招へいして取り組み，その方法を 1985年に発表
しました 3)．この研究で一番大切な点は，実験データ
に 3次元構造を決めるだけの情報が含まれていること
の発見だと私は思っていて，それをなし遂げ得たこと
に研究者として密かに喜びを感じています．それが明
らかになれば，具体的にそれを実行する計算法の開発
は，それほど難しいことではありません．このように
して，重要な実験法の誕生に寄与できたわけですが，
学会からは私の寄与は 1つの計算プログラムの開発と
位置づけられ，しかもその後発表された多くの改良版
の海の中の 1つのようになってしまった感じがあっ
て，難しいものだなあと思ったものでした．
立体構造予測研究においてもそうですが，私は構造
のゆらぎや軟らかさに関心が向いていました．より明
確には，1980年頃から折れたたまった天然状態にお
ける立体構造のダイナミックスと関連する機能の研究
を始めました．当時すでにそのような構造ダイナミッ
クスのきわめて非線形で複雑な様相を報告する論文が
多く出ていましたが，私は院生の野口さんと共に，あ
えて線形の基準振動解析法を展開することにし，世界
に先んじてその考えを発表しました 4), 5)．この研究態
度は，「いかに複雑な系でもその中に線形の側面を見

いだしていくのが系の理解の第 1歩である」と，私は
物理学の勉強から学び取っていたための選択でした．
それが正しかったことは，その後，この解析法がきわ
めて一般化し，誰もが使う手段になったことが証明し
ていると思います．この解析法は，多くの人々によっ
て多方面に応用されてきましたが，私自身が関与した
応用の中では，妹尾さんとやったミオグロビンの機能
解析 6)や，木寺さんとやった X線結晶解析の基準振
動精密化 7)などが，重要だったと思っています．最近
では Yangさんと動的線形応答理論を展開し，ミオグ
ロビンの光解離現象の解析に応用しました 8)．

1987年には京都大学に移り，優秀な学生さんたち
が育っていくのを眺めていました．私自身は新たにバ
イオインフォマッティクスにも手を染めたものの，分
野を革新するような寄与をすることはできませんでし
た．こうして見てくると，私の研究は物理学に基盤を
おいて，タンパク質一般になり立つ視野を開拓するこ
と，また新しい実験的研究手法の理論的基礎を作るこ
とを志向していたのだなあと気が付きます．現在は理
研に籍を置き，X線自由電子レーザー光の単分子試料
による回折の測定データから立体構造を導くアルゴリ
ズムの開発に取り組んでいます．
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1. はじめに―発生進化とネットワーク

生体内の遺伝子群は，転写因子を介して互いに発現
を調節しあう転写ネットワークとして発生過程を制御
している．ゲノム上の変異によるネットワーク構造の
変化は生物の形態形成をどのように変容させてきたの
だろうか？　進化発生学では異なる種間で保存されて
いる多くの遺伝子に関して，形態形成を誘導する空間
的な発現パタンや発現阻害による表現型欠損の種間比
較を進めており，転写ネットワークの構造の違いが各
種に固有な発生様式を生み出すことが示唆されてい
る 1)．本稿では，発生過程の進化に関する実験的知見
が豊富な節足動物の体節形成に注目し，数値計算を用
いた進化実験から得られたネットワーク構造と発生様
式の関係，および，その背後にある進化過程に対する
知見を報告する．
節足動物の胚発生では，ストライプ状の遺伝子発
現パタンが前後（頭尾）軸方向に沿って現れ，体節形
成を誘導する．この過程でムカデなどの祖先種では
短胚型，ハエなどの派生種では長胚型という発生様

式を示す．短胚型では細胞分裂を通じた胚の伸長と
ともに尾側に「1つずつ（逐次的）」ストライプが現
れるが，長胚型ではすべてのストライプが 1回の核分
裂周期の間にほぼ「同時に」できあがる（図 1a, b）2)．
短胚型を示すヤスデでは兄弟間でも体節数が異なる
種がいるが 3)，長胚型に属する種では体節数は固定さ
れている．
体節形成に関与する調節遺伝子群は発生様式にかか

わらず種間でよく保存されており，特定の遺伝子の存
在ではなくネットワーク構造の違いが両者の発生を特
徴づけると考えられる 4)．そこで，私たちは以下の
2つの問題を立てた．①ストライプをつくるための
ネットワークの基本的な構造特性は？　②ネットワー
クの特性は，遺伝子発現の空間パタン形成へいかに反
映されるのか？

2. 計算機でネットワークを探索する

発生過程の進化的多様化を知るためには，膨大な数
の生物種について転写ネットワーク構造と発生過程の

生物物理 50（1），018-022（2010）
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対応を調べる必要がある．ネットワーク構造が詳細に
わかっている種はまれであり，一旦現実から離れて計
算機を用いてストライプ状空間パタンの生成が可能な
ネットワークを探索した．多数の転写因子の濃度が胚
の前後軸方向の空間 1次元にパタン形成をする発生過
程を，合成・分解反応と拡散による各因子の濃度変化
を記述する反応拡散方程式でモデル化した．ここで，
各因子の合成速度は活性・抑制化因子の濃度に依存
し，#0は母性因子 *1としてどの因子からも発現制御
を受けずに空間的に濃度勾配を作るとした（図 3a挿
入図）．さらに，遺伝アルゴリズムとよばれる手法で
転写制御のネットワークを計算機上で進化させ
た 5), 6)：変異過程として結合（矢印）のつなぎ換えを
導入し，発生過程として反応拡散方程式を計算する．
発生の結果現れるある因子（#1）の濃度の空間パタン
を求め，現れるストライプ本数があらかじめ決めた本
数に近いほど適応度が高いとした選択を各世代で行
い，約千世代繰り返す．
こうした人工進化で出現したパタン形成過程を，
数百の独立な進化系列について調べた結果，ストラ
イプの出現は「逐次的」と「同時的」の 2つに大きく
分けられた（図 1a, b）．図 1aではストライプの本数
が 1つずつ増加するのに対し，図 1bではほぼ同時に
全ストライプが完成する．それぞれ節足動物の短胚

型，長胚型発生に見られる遺伝子発現の時空間パタ
ンに類似している．

3. コアネットワークを抽出して比較する

それぞれの発生様式を生み出すネットワーク構造
を明らかにするため，ストライプパタン生成に必須
な部分を抜き出した（図 2）．たとえば，結合 #i→ #j
を除いたネットワークの反応拡散方程式を計算し，
#1に現れるストライプの本数が変わるならその結合
を元に戻し，不変ならば除去する．この手続きを他
の結合にも順次適用し，ストライプ形成に必須な最
小の部分ネットワーク，すなわちコアネットワーク
を抽出する *2．
それぞれの発生様式を示す数百個のコアネットワー
クを比較し，共通する構造を探した．その結果，逐次
的ストライプ形成を示すネットワークでは negative 
Feed-Back Loop（nFBL），同時的な形成を示すネット
ワークでは Feed-Forward Loop（FFL）という部品が必
須であることを見いだした（図 1c, d）7)．FBLは #i→
#j→ #k→ #iのような自分に戻ってくる制御ループで，
特に一周を通して抑制がかかる場合は negative FBLと
よばれる．FFLとは #i→ #j→ #kと #i→ #kのように
前向きの矢印（feed-forward）の経路が複数ある部位を
指す．これらの部品はバクテリアから動植物にいたる
転写ネットワークで有意に多く存在し，機能的な意義
が示唆されている 8)．

4. ネットワークの部品の機能

nFBLと FFLはどんな働きをするのだろうか？　
nFBL中の活性化と抑制化は発現レベルの時間的な増
減，すなわち振動を生み出す．この振動は拡散を介し

*1  D. melanogasterでは，母親由来の mRNAが局所的に翻訳され，
拡散によりタンパク質の濃度勾配を作る．多くの種で濃度勾配
をもつ因子が存在し，体節形成にも必須である．

*2  結合を切る順序に応じて複数のコアネットワークを抽出し得る
が，そのような場合はまれであった．

図 1  
（a），（b）節足動物の胚発生と人工進化で現れる 2種の時空間パ
タン．#1の濃度が高い領域を黒で示す．位置は前後軸の座標を表
し，0%は胚の前端，100%は後端．（c），（d）人工進化で見いだ
された長／短胚型のパタン形成を特徴付ける代表的なネットワー
ク．矢印は転写因子間の発現制御を表す．（電子ジャーナルでは
カラー）

図 2  
コアネットワークの抽出方法．（電子ジャーナルではカラー）



生　物　物　理　Vol.50 No.1（2010）

!"!

て空間的な繰り返し構造を生成する．短胚型と同様に
1つずつ体節が形成される脊椎動物では振動が観測さ
れ，関与する nFBLが同定されている 9)．短胚型の発
生でも遺伝子発現の振動が示唆されている 10)．われわ
れの計算機実験では，逐次的形成を示すすべてのネッ
トワークで nFBLによる振動を確認した．
一方，活性・抑制の経路を組み合わせた 1つの FFL
は，1本のストライプを生成する．図 3aに示したよ
うに，上流の遺伝子 #0の活性が小さすぎると下流の
遺伝子 #30は活性化されず，#0の活性が大きすぎて
も抑制される．したがって，#30の発現量は #0の活
性に一山型に依存する．上流遺伝子が空間的に勾配を
もつ場合，下流遺伝子は 1つのストライプを形成す
る 11), 12)．FFLが複数含まれると，その数に応じてスト
ライプの数を増やすことができる．並列に結合した場
合にはストライプの数が相加的に増し（図 3b, c），直
列に結合した場合 *3には倍加する（図 3d）．実際に，
ショウジョウバエ（D. melanogaster）の初期発生の転写
ネットワークには FFLのクロストークが多く含まれ
ている 11)．
これら 2つの機構は定性的に異なる．少数因子から
なる nFBLが生成するストライプパタンは各因子の拡
散定数で特徴づけられる波長をもち，胚の長さの変動
に対してストライプ数も変動するので，ストライプ数
を制御する機構が別に必要になる 13)．他方 FFLを用
いた場合には，コアネットワークのサイズ（遺伝子
数）が大きくなってしまうが，決められた数のストラ
イプを同時に発現させることができる．

5. ネットワークの安定性

ネットワークへの摂動に対する表現型の不変性はロ
バストネスとして知られている 14), 15)．短胚型のよう
にコアネットワークの構成要素が少なければ，ネット
ワーク全体のどこかに突然変異が入る確率は低く，ス
トライプ形成の変化は起こりにくいだろう．これに比
べて，多数の FFLが必要な長胚型は，大きなコアネッ
トワークのどこかに変異が入る確率は高く，ネット
ワークの脆弱性につながる．一方で，環境変動などに
対しては FFLが精確なストライプの本数決定を可能
にし，より安定だと考えられる．また，短時間で速や
かに発生をすませることもできる．

6. 実験的知見との整合性

上で述べた計算機上で見いだした知見を，実験事実
と比較した．まず計算機上の進化では，2種のストラ
イプ形成様式の折衷，すなわち，頭部側では同時的，
尾部側では逐次的にストライプが生成されるネット
ワークも頻繁に出現する．節足動物ではこの様式は中
胚型発生として知られており，コオロギなどでみられ
る 2)．コアネットワークを抽出して中胚型の必要条件
を調べると，ネットワーク構造も折衷的で FFLと
nFBLが並列的に共存している．
計算機上の進化で得たネットワークは，節足動物の
遺伝子発現阻害による体節欠損の実験結果を説明する
（図 4）7)．たとえば短胚型を示す甲虫（Tribolium casta-

neum） で は，primary pair-rule遺 伝 子 群 と secondary 
pair-rule遺伝子群に含まれる遺伝子はともにストライ
プ状の発現パタンを示すが，それぞれの遺伝子の活性
を RNA干渉で阻害すると，前者ではストライプの全
消失，後者では 1本おきに半数の消失が見られる
（図 4b）16)．これらと同様な発現パタンとストライプ
欠損を示す遺伝子が逐次的形成を示す人工ネットワー
ク（図 1c）にも見いだされる（図 4a）．ストライプ
の全消滅は nFBLに含まれる遺伝子を阻害した場合に
生じ，半数のストライプが 1本おきに消滅するのは直
列結合した FFLを阻害した場合である．
長胚型を示すD. melanogasterの場合，pair-rule遺伝子

群に含まれる遺伝子は，体節数の半数のストライプパ
タンを示し，遺伝子ノックアウトで体節数が半減す
る．一方で gap遺伝子は領域特異的な発現を示し，

*3  ある FFLの出力が他の FFLの入力になる場合を直列結合，それ
以外を並列結合とよぶ．

図 3  
FFLの入力応答．（a）単一の FFL．（b），（c）並列結合 FFL．（d）直
列結合 FFL．実線は注目する FFL全体，点線や破線は各 FFLを構成
する部分ネットワークの #0の濃度に対する応答を示す．（電子
ジャーナルではカラー）
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ノックアウトにより発現領域近傍で局所的な体節欠損
を示す（図 4d）17)．同時的形成を示す人工ネットワー
ク（図 1d）でも，よく似た阻害応答を示す遺伝子が
頻繁に見いだされた（図 4c）．pair-rule型の欠損を示
す遺伝子は直列結合 FFLに，gap型の欠損を示す遺伝
子は並列 FFLに含まれた．
これらの解析結果は，体節形成過程が（1）時間振
動を生成する FBLの機能，（2）ストライプを倍加あ
るいは付加する FFLの機能，（3）FBLと FFLの組み

合わせ，に基づき理解できることを示唆している．他
の生物種についても同様の解析を行い，FBLと FFL
の働きをもとに未知のネットワーク構造の推定を進め
ている．推定された構造を種間比較して現実のネット
ワークがたどった進化の道筋を推定することもめざし
ている．

7. おわりに

人工進化を通じて，冒頭の 2つの問題に対する解答
を体節形成に対して提案できた．① 3つのストライプ
形成様式，同時，逐次，両者の折衷を生み出すネット
ワークは，それぞれ FFL，nFBL，両者の並列結合で
ある．② nFBLは時間的振動を生成し，FFLはストラ
イプの付加と倍加をする．これらの機能に基づけば，
実際に観測されている体節欠損変異体も説明できる．
将来的には多くの生物種での発生遺伝学的解析からの
検証も可能であろう．
人工進化で見られた 3種の発生様式は節足動物の長
胚，短胚，中胚の様式とみごとに一致しており，この
3種の出現の進化的必然性を強く示唆する．本理論と
節足動物の系統関係を合わせると，変異に対する安定
性は高いけれども体節数制御の甘い短胚型の発生か
ら，変異に対する安定性は低いけれども精確な数制御
をもつ長胚型発生への進化が起こったのではないかと
考えられる．精度の高い論理回路的制御がルースな力
学系的発生を乗っ取る過程は，生命システムの進化で
一般にみられる原理となるのではないかと期待される．
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図 4  
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反応拡散方程式
Reaction-diffusion equation

化学物質の濃度の時空間変化を表すために，反応
項と拡散項を導入した偏微分方程式．非平衡性が
強まると濃度が一様な状態が不安定化し，定在波
や進行波などの時空間パタンが自己組織的に現れ
うる．（19ページ） （藤本ら）

pair-rule遺伝子
Pair-rule genes

胚発生において前後軸方向にストライプ状の発現
を示す遺伝子群．発現を阻害すると，奇数あるい

は偶数番目の体節に欠損を生じる．配列が相同な
遺伝子は他の動物にもあるが発現パタンや発現阻
害による体節欠損は異なりうる．
（20ページ） （藤本ら）

gap遺伝子
Gap genes

胚発生において胸や腹などの領域特異的にバンド
状の発現を示す．発現を阻害すると，発現領域と
その周辺の体節に欠損を生じる．
（20ページ） （藤本ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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1. はじめに

中枢神経系の興奮性シナプスにおいて，後シナプス
は，マッシュルームのような形をした直径 0.5 m程
度の突起になっており，この構造をスパインとよ
ぶ 1)．記憶学習の基盤となるシナプス可塑性は，スパ
イン内部のシグナル伝達経路の活性化によって発生す
ると考えられているが，その仕組みは未解明の部分が
まだ多い．これは，従来の可塑性に関する研究では薬
剤を用いた電気生理学的な方法や形態学的方法が主流
であったため，実際に，スパイン内でシグナル分子が
どのようなタイムコース，空間分布で活性化するのか
といったことは調べようがなかったからである．

2光子蛍光寿命イメージング法（2pFLIM）は脳な
どの組織内でシグナル分子の活性や相互作用をシナプ
スレベルの高い解像度でイメージングできる技術であ
る．本稿では，Caged-glutamateによる可塑性誘起時の
CamKII（Ca2/calmodulin-dependent protein kinases II）
と small GTPaseである Rasの活性化を可視化した例に
ついて紹介する．

2. 2光子励起顕微鏡法と蛍光寿命イメージング

細胞が生きた状態でタンパク質などの生体分子の
機能状態を見るためには GFPを利用して，目的の分

子だけを光らせて観察する方法がよく用いられるが，
通常の蛍光顕微鏡法を用いた組織スライス中の細胞
観察では，励起光による背景光や蛍光シグナルの試
料内での散乱により，個々のシナプスを可視化する
ことは難しい．脳のように厚みがあり，光を散乱す
る標本の解像度をあげるには，Watt W. Webbとその共
同研究者であるWinfried Denkらによって開発された
2光子顕微鏡法を用いるのが最適である 2)．2光子励
起には通常の波長の 2倍の波長をもつ強い Ti: Sapphire
などの近赤外パルスレーザを使う．長波長のレー
ザーを用いるため組織内での励起光の散乱が少なく，
また，光子密度が非常に高い焦点面（1 m程度）に
局在するため，焦点面以外からの蛍光はほどんどな
くなるので解像度が上がる 2), 3)．実際には，励起レー
ザーの焦点を走査し，各点での蛍光強度を用いてコ
ンピューターで構築することにより，3次元の画像を
得る．しかし，これだけでは細胞内で起こっている
タンパク質間の相互作用や化学反応などのシグナル
伝達を観察することはできない．そこで 2光子励起法
と蛍光寿命イメージング法を組み合わせて FRETを見
ることでシナプス分子の相互作用を観察する．たと
えば，GFPをドナーとし，RFPや YFPの変異体をア
クセプターとして，この 2分子間で FRETが起こった
ときに，ドナーである GFPの蛍光寿命が短くなるの
を検出する．

生物物理 50（1），023-026（2010）

2光子蛍光寿命測定による神経細胞シナプス内情報伝達の
可視化
村越秀治，安田涼平　デューク大学メディカルセンター・神経科学部門

Two-Photon Lifetime Imaging of Signal Transduction in Neurons
Hideji MURAKOSHI and Ryohei YASUDA
Neurobiology Department, Duke University Medical Center

!e ability of neuron to change and maintain biochemical signaling, shape and the size of synapses in response to stimuli is known as 
synaptic plasticity, which is believed to be the cellular basis for learning and memory.  Recent advance in studying synaptic plasticity is 2-
photon Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (2pFLIM), which enables the visualization of the activity and oligomerization of sig-
naling molecules at the level of single synapse in neurons.  Here we introduce the recent results of the imaging of CamKII and Ras acti-
vation in single dendritic spines in brain tissue.

Two-photon microscopy / Lifetime imaging / Signal transduction / hippocampus / Ras / CamKII



生　物　物　理　Vol.50 No.1（2010）

!"#

蛍光分子の蛍光寿命を測定する方法として，われわ
れの研究室では，時間相関単一光子計数法（TCSPC）
を用いている 4), 5)（図 1a）．この方法では 80 MHz程
度の周波数をもつパルスレーザーを用いて標本を繰り
返し励起する．まず，1000回の励起パルス光で標本
を励起したときに，標本中の蛍光分子から出る蛍光光
子を光電子倍増管で数個検出するように励起パルス光
の強度を調整しておく．次に，標本の蛍光寿命を求め
るために，蛍光光子シグナル検出から，次の励起パル
スまでの時間を測定し，励起パルスの間隔（12ナノ
秒）から引き算することで，1つ 1つの光子の発光し
た時間をヒストグラムにしていく．たとえば，蛍光光
子シグナル検出から，次の励起パルスまでの時間が 9
ナノ秒であれば，蛍光寿命は 12ナノ秒から 9ナノ秒
を引いて 3ナノ秒となる．この測定を 100-10000回程
度繰り返して，各ピクセルについて蛍光寿命カーブが
滑らかになるまで超高速で行い，ピクセルごとに蛍光

寿命を求め，画像を構築する（図 1b，2b，3b）．
FRETが起こっている場合には，蛍光寿命カーブは

2つの指数関数でフィットすることができ，それぞれ
の割合を求めることで FRETを起こしているドナーを
を定量できる 6), 7)（図 1b）．

3. 単一スパイン刺激時のCamKIIの局在化した活性化

それでは実際に海馬スライス中の神経細胞で FLIM
を用いて細胞内シグナル分子である CamKIIの活性
化を可視化した例について紹介する（図 2）．CamKII
は分子量 60 KDaのセリン／スレオニンキナーゼであ
り，Ca2+/CaMに結合することでコンフォメーション
を変えて 12量体を形成し，自己リン酸化（286番目
のスレオニン）により活性化する．そこでわれわれは
このコンフォメーション変化を可視化する FRETセン
サーを作製した 8), 9)（図 2a）．このセンサーは CamKII
が GFP（ドナー）と蛍光を発しない YFP変異体であ
る REACh（アクセプター）10)によって挟まれた構造を
している 1分子センサーで，Ca2+/CaM結合による構
造変化によって GFPと REAChの距離が離れることで
FRETが減少する仕組みである．
このセンサーを遺伝子銃 11)を用いて神経細胞遺伝
子導入した．次に，CamKIIの活性化とシナプス可塑
性の関係を調べるため，720 nmのパルスレーザーで

図 1  
（a）TCSPCによる蛍光寿命測定装置の模式図．標本からの蛍光光
子シグナル検出（灰色実線）から次の励起パルス光（灰色点線）
までの時間を測定し，それをレーザーパルス間時間から引き算す
ることで蛍光寿命を求める．（b）蛍光寿命曲線．単量体 GFP，単
量体 GFPと sREACh（YFPの変異体）のタンデム分子．GFPから
sREAChへ FRETが起こっているため，GFPの蛍光寿命が短くなる．

図 2  
（a）CamKII FRETセンサーの模式図．（b）ケイジドグルタミン酸で
1個のスパインのみ（矢尻）を刺激（6 msのパルスを 0.5 Hzで
45回）したときの CamKII活性化の蛍光寿命像．濃灰色は FRETの
解消により蛍光寿命が長くなっている部分（活性化）．CamKII活
性は刺激スパイン内に限局している．



シナプス内情伝達の可視化

!"#

ケイジドグルタミン酸（MNI-glutamate）を 2光子励
起してスパイン先端付近の 1 m程度の領域のみでア
ンケイジすることで，単一スパインを刺激し，LTP
（Long-Term Potentiation）を誘起したときの CamKIIの
活性化をモニターした．アンケイジされたグルタミン
酸は NMDA receptorに結合し，スパイン内へのカルシ
ウム流入を誘起する 9), 12)．実際に，CamKIIの活性を
観察したところ，刺激開始直後に ,スパインが大きく
なるよりも前に，活性化し始めて，樹状突起に広がる
ことなく 1分以内に不活化した（図 2b，図 4a）．次
に，これらの活性化した CamKIIの運動性を PAGFP
（photo-activatable GFP）を用いて調べたところ，刺激
されたスパイン内に 10分間程度留まっていた 9)．す
なわち，CamKIIは速い不活化のタイムコースとスパ
インへの結合を利用して，スパイン特異的に活性化す
ることが明らかになった（図 4b）．従来より，LTP誘
起時のスパインサイズの増大は数時間続くことから，
CaMKIIの活性化も長時間続くと考えられてきたが，
実際には，活性化は一過的であり，可塑性を引き起こ
すためのトリガーとして働いているようである．

4. 低分子量Gタンパク質 Rasの活性化の空間分布

次に，同様の方法を使って，H-Rasの活性化を可視
化した例について紹介する（図 3）．

Rasは 20-25 kDaの低分子量 GTP結合タンパク質で
あり，GTP結合型（活性化状態）と GDP結合型（不
活化状態）ではスイッチ領域の構造が大きく異な
る 13)．これらの変換は，自らの GTPase活性と制御タ
ンパク質である GDP/GTP交換因子や GTPase活性化
タンパク質の結合によって行なわれる．Rasはおもに
細胞膜上に局在しているシグナル分子であり，神経細
胞においては，グルタミン酸の NMDAレセプターへ
の結合によって流入した Ca2によって活性化され，
可塑性のシグナル伝達に重要な役割を担っていると考
えられている．

H-Rasの活性化を見るための FRETセンサーとして，
GFPを融合させた H-Rasをドナー（GFP-HRas）とし，
Rasの下流のシグナル分子である Raf-1の Ras結合ド
メイン（Raf-1の 51から 131番目のアミノ酸配列）に
単量体 RFPを 2つ融合させたもの（RFP-RBD-RFP）
をアクセプターとした（図 3a）．RFPの発色団形成率
は 50%程度とそれほど高くないため 7), 14)，mRFPを 2
つ結合させることで FRETをより起こしやすくした．
また，RBDの結合による下流のエフェクター分子や
GAPの Rasへの結合阻害を最小限にするため，RBD
の 59番目のアルギニンをアラニンに換えることでア
フィニティーを下げ，内在性の Rasと同じ程度の速度
で不活性化されるようにした 14)．

CamKIIの場合と同様に，Rasセンサーを発現した

図 4  
（a）CamKII，Ras活性とスパインサイズ変化のタイムコース．（b），
（c）単一スパイン刺激後の CamKIIと Ras活性化の空間分布．

図 3  
（a）Ras FRETセンサーの模式図．（b）ケイジドグルタミン酸で
1個のスパインのみ（矢尻）を刺激（4 msのパルスを 1 Hzで 30回）
したときの H-Ras活性化の蛍光寿命像．濃灰色は FRETにより蛍光
寿命が短くなっている部分（活性化）．H-Rasはスパイン内で活性
化し，樹状突起へと広がる．
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村越秀治

神経細胞の樹状突起上の 1個のスパインのみを刺激し
て LTPを誘起したところ，H-Rasの活性化は CamKII
の場合とは違い，スパイン内で起こり始め樹状突起へ
と広がっていった（図 3b，図 4c）．このときの 1次
元での拡散速度は脂質の培養細胞膜上での拡散速度と
ほぼ一致していた 15)．興味深いことに，活性化した
Rasは刺激したスパインから近隣のスパイン内へも拡
散し，このスパインでは，通常は LTPが誘起できな
い非常に弱いケイジドグルタミン酸刺激で LTPが誘
起した．このことは Rasが可塑性を誘起するのに必要
な入力刺激の閾値を制御していることを示唆してい
る 15), 16)．従来，スパインは独立したマイクロドメイ
ンとして機能しており，特にスパンネックはカルシウ
ムイオンなどのシグナル分子をスパイン内に閉じこめ
ることによって，スパイン機能を個別に調節しやすく
しているものと考えられてきたが 17)，実際にはさまざ
まな分子がスパインと樹状突起の間を行き来してお
り，入力刺激に対して数個のスパイン単位で可塑的変
化が行われている可能性がある．

おわりに

2光子蛍光寿命イメージング法を用いることで，た
だ組織内部での神経細胞を見るだけでなく，神経細胞
に局所的に入力刺激を行ったときの信号伝達過程まで
も観察することができるようになった．さらに，スパ
インへの刺激入力時には，シグナル分子は分子種ごと
に異なる活性化のタイムコース，空間分布を示すこと
が明らかになった．このことは，シナプス可塑性のメ
カニズムを調べる際に 2光子蛍光寿命イメージングが
強力なツールとなることを意味しており，今後，記憶
のメカニズムといった重要な問題がシナプスレベルで
とかれていくだろう．
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蛍光寿命
Fluorescence lifetime

蛍光分子は励起光で励起することで，基底状態か
ら励起状態へと移り，光子（蛍光）を放出するこ
とで再び基底状態へと戻る．ここで，蛍光分子が

励起されてから光子を放出するまでの時間を蛍光
寿命（fluorescence lifetime）とよぶ．
（23ページ） （村越ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．



マイトマイシンＣ結合タンパク質
Mitomycin C-binding protein

 皮膚ガンや非ホジキンリンパ腫に投与されるブ
レオマイシン A2は，放線菌ストレプトミセスが産
出する抗生物質の 1つである．ブレオマイシン A2

が DNAを切断することが，抗腫瘍作用として働く
本質と考えられている．それならば，なぜブレオ
マイシン A2は放線菌自身の DNAを切断しないの
だろうかという疑問がわく．細菌は非常に巧妙な
機構で自分自身を守っている．自らが産出する抗
生物質にやられないように，ある細菌は抗生物質
を排出するポンプをもっており，また別の細菌は
抗生物質と強く相互作用するタンパク質を合成し，
抗生物質の拡散を防いでいる．
 この絵にあるタンパク質は，放線菌内でマイト
マイシン Cやブレオマイシン A2をしっかり抱き
かかえるマイトマイシン C結合タンパク質であ
る．きれいな対称性をもつ 2量体構造で，外側に
8本の へリックスを，中央に 8本の ストラン
ドからなる シートを 2枚もつ．各 シートは 2

量体の界面で構成されており，それぞれのサブユ
ニットから 4本ずつ ストランドが供給されてい
る．左側の シートのくぼんだところにとらえら
れている低分子が，ブレオマイシン A2である．こ
のように抗生物質をとらえて，自分自身の DNAと
抗生物質が相互作用しないようにしている．タン
パク質にきれいな対称性があることから，反対側
の シートにもブレオマイシン A2が結合しそう
である．ところが X線結晶解析で判明した構造で
は，反対側の シートは空っぽであった．片方の

シートにブレオマイシン A2が結合すると，もう
片方の シートに微妙な構造変化が起こり，ブレ
オマイシン A2が結合しにくくなるらしい．ブレ
オマイシン結合タンパク質はマイトマイシン C結
合タンパク質と類似の立体構造をとっていること
が知られているが，このタンパク質の場合にはブ
レオマイシン A2が結合すると，マイトマイシン
C結合タンパク質とは逆に，2つの シート間に
正の協調性が発揮される．抗生物質やタンパク質
の微妙な差が，結合様式に差を与えているようだ
（PDB1) ID: 2a4x2)）．
 1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35, 

D301-D303.

 2) Danshiitsoodol, N. et al. (2006) J. Mol. Biol. 
360, 398-408.

(J. K.)
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線形分離法
Linear unmixing

蛍光スペクトルにかぶりのある蛍光分子同士を同
時に使用する際に，各成分を抽出するのに用いる．
検出される蛍光強度には，各蛍光分子からの蛍光
シグナルが線形に加算されているものとして，そ
の成分を分離する手法．（28ページ） （新野ら）

超薄膜
Ultrathin film

一般には厚さが数十ナノメートル以下の膜をいい，
構成するのは有機分子・無機分子どちらの場合も
ある．

ここでは特に，ベンゼン骨格とアルキル鎖で構成
される液晶分子が 1層 -20層積み重なってできる
2-50ナノメートルの厚さの膜のことを超薄膜とよ
ぶ．（30ページ） （多辺）

RFC
Replication factor C

真核生物及び古細菌のクランプローダー．AAA
スーパーファミリーに属する 5個のサブユニット
から構成され，ATP依存的に PCNAクランプをプ
ライマー /鋳型 DNA領域にはめ込む．
（33ページ） （真柳ら）

※本文中ゴシックで表記した用語を解説しています．
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1. はじめに

生きたサンプルで細胞内シグナル伝達を調べる手
段として，2つの蛍光タンパク質間で生じる蛍光のエ
ネルギー移動 FRET（fluorescence resonance energy trans-
fer）を利用したセンサーは有用で，さまざまな細胞内
シグナル伝達の可視化に応用されている 1)．これらの
FRETセンサーで最も一般的に用いられている蛍光タ
ンパク質のペアは，オワンクラゲ Aequorea victoria由来
の緑色蛍光タンパク質 GFPの，シアン・黄色の変異
体 CFP / YFP（cyan / yellow fluorescent proteins）だが，
新しい蛍光タンパク質のクローニングと変異体の開
発が進み，他の色の組合せでも優れた FRETセンサー
が作製できるようになった（図 1）2)-7)．蛍光の色の異
なる 2つのセンサーを 1つの細胞に共発現させて同時
イメージングを行えば，細胞内シグナル“間”の関係
を調べることができる．しかし FRETセンサーは，
1つにつき蛍光タンパク質 2つ分の広い波長域にわた
る蛍光をもっている．そのため，一方のセンサーの
蛍光検出時に他方の蛍光が混ざってしまう“蛍光のか
ぶり（bleedthrough）”が問題となり，同時利用は難し
かった．
本稿では，最近報告されはじめたDual FRETイメー
ジングの実現例を，筆者らが確立した手法とともに紹
介する．

2. 2励起 4蛍光型 Dual FRETイメージング法

Dual FRETイメージング法には，大きく分けて 2つ
のアプローチがある．1つ目は，励起波長の離れた
FRETセンサーをえらび，検出時に蛍光が混ざらない
ようにそれらを交互に励起して蛍光を取得する方法
である 4), 6)．たとえば，CFP / YFPのセンサーと，オ
レンジ・赤色蛍光タンパク質 mOrange / mCherryのセ
ンサーが組合せて使用されている 6)．CFP / YFPのセ
ンサーでは紫色の光で励起し，蛍光を取得する．一
方，mOrange / mCherryのペアは緑色の励起光に切り

替えて蛍光を得るため，CFPも YFPも励起されず，
この 2番目のセンサーの蛍光を独立して検出すること
ができる（図 1）．この方法は簡便だが，同時に励起
光をあてると，長波長（約 600 nm）にいたる 1番目
のセンサーの蛍光が，2番目のセンサーの蛍光検出時
に混ざりこんでしまう．そのため，変化の速い細胞
内シグナルの追跡や，動きの速いサンプルでのイ
メージングなど，同時励起・同時検出の必要な局面
には不向きといえる．そこで筆者らは次のアプロー
チを考えた．

3. 1励起 4蛍光型 Dual FRETイメージング法

2つの FRETセンサーを 1波長で同時に励起し，
4波長の検出チャネルで蛍光を取得する．混ざった蛍
光は後で線形分離法（linear unmixing）8)により，各蛍
光タンパク質の成分にえり分ける．これが Dual FRET
イメージング法の 2つ目のアプローチとなる 2), 7)．私
たちは，CFP / YFPのセンサーと同時励起するために，
UV励起 GFP (Sapphire) / RFPのペアを使用して 2番
目のセンサーを作製した．また，CCDカメラの前に，
3つのダイクロイックミラーと 4つの吸収フィルター
を内蔵したQuad-Viewユニットを設置し，シアン・緑
色・黄色・赤色の 4波長の蛍光を同時取得する光学系
を準備した（図 2a）．波長特性から明らかなように，

生物物理 50（1），028-029（2010）

Dual FRETイメージング法による 
細胞内シグナルの同時可視化
新野祐介，堀田耕司，岡浩太郎　慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻

Simultaneous Visualization of Spatiotemporal Dynamics of Intracellular Signals using Dual FRET Imaging
Yusuke NIINO, Kohji HOTTA and Kotaro OKA
Center for Biosciences and Informatics, School of Fundamental Science and Technology

図 1  
最近使用された蛍光タンパク質の FRETペア．◆は励起ピーク波
長，◇は蛍光ピーク波長．（電子ジャーナルではカラー）
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新野祐介

各蛍光タンパク質の蛍光は複数の検出チャネルにわ
たってしまう（図 2b）．しかし前もってそれぞれの蛍
光タンパク質が各検出チャネルにどのような配分で
洩れこむかを調べておけば，計算により蛍光を分離
することができる．筆者らは，ラット心筋細胞に
cAMPと Ca2の FRETセンサーを共発現させ，同時イ
メージングを試みた（図 2c）．薬物刺激による細胞内
cAMP濃度の上昇とともに，細胞の伸縮を伴う Ca2ス
パイクが変化するようすを可視化できた．波長切替
のない Dual FRETイメージング法により，サンプル
の伸縮の動きに影響されない高速の画像取得を実現
した 7)．

4. おわりに

以上のように，Dual FRETイメージング法は，単一
の細胞から複数の細胞内シグナルの時間的・空間的情
報の取得を可能とする．1励起型への拡張により，動
くサンプルにも対応できるようになった．複雑な生命
システムを理解する上で，有用な手法になると考えら
れる．
また，1励起 4蛍光型 Dual FRETイメージングに際

して，Sapphire / RFPとの組合せに適した FRETペア
として，新しい群青色蛍光タンパク質 Siriusを利用し
たペアが報告されている（図 1）2)．組合せて使用する
のに特性の好ましい FRETペアの探索は，本イメージ
ング手法をより使い勝手のよいものにするだろう．

文　献
 1) Miyawaki, A. (2003) Dev. Cell 4, 295-305.
 2) Tomosugi, W. et al. (2009) Nat. Methods 6, 351-353.
 3) Subach, O. M. et al. (2008) Chem. Biol. 15, 1116-1124.
 4) Ai, H. W. et al. (2008) Nat. Methods 5, 401-403.
 5) Tsutsui, H. et al. (2008) Nat. Methods 5, 683-685.
 6) Piljic, A., Schultz, C. (2008) ACS Chem. Biol. 3, 156-160.
 7) Niino, Y. et al. (2009) PLoS ONE 4, e6036.
 8) Zimmermann, T. et al. (2003) FEBS Lett. 546, 87-92.

図 2  
1励起 4蛍光型 Dual FRETイメージングの実現例．（a）4蛍光同時
検出の光学系．（b）使用した蛍光タンパク質（実線）とダイクロ
イックミラー（破線）・吸収フィルター（アミ線部分）の波長特性．
（c）ラット心筋細胞における細胞内 cAMPと Ca2の同時イメージ
ング例．文献 7より改変．（電子ジャーナルではカラー）

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12636912?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19349978?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18940671?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425137?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18622396?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355004?dopt=AbstractPlus
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0006036
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12829241?dopt=AbstractPlus
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1. 有機薄膜に対する分子透過

有機薄膜を挟んで浸透圧が与えられたとき溶質分子
が膜を透過する現象は，高分子フィルムや石鹸膜など
で古くから調べられており 1), 2)，また近年は生体膜で
もさかんに研究が行われている．メカニズムはおのお
の異なるが，溶質分子の透過は多かれ少なかれ膜を構
成する分子の運動を引き起こすと考えられる．通常こ
の分子運動はランダムで，やがて熱として散逸してし
まうものがほとんどだが，APTaseモーターのように
プロトン透過で 1方向回転をして化学反応を引き起こ
すタンパクもある．ランダムな分子衝突により得た運
動エネルギーを，別の形態のエネルギーに変換できる
人工膜ができれば，人工分子モーターとは別の有用性
があるのではないかという発想でわれわれは研究を始
め，キラルな液晶でできた超薄膜がこの要請に応える
ことを見いだした 3)．キラル液晶薄膜に，水蒸気をは
じめとするさまざまな気体分子を透過させると，棒状
の液晶分子が集団で 1方向に歳差運動する．回転効率
はモータータンパクに遠く及ばないが，動的構造制御
により機能を発揮する新しい人工膜の例として紹介し
たい．

2. 液晶単分子膜の水透過による分子集団回転

図 1に示すキラル液晶分子 (R)-OPOB（正式名称は
(2R)-2-[4-(5-octylpyrimidine-2-yl)phenyl-oxymethyl]-3-bu-
tyloxirane）を 10wt%アキラルなフェニルピリミジン
に混合してグリセロール溶液上に展開すると，分子長
軸が界面法線から 20度ほど傾いてそろい，面内光学
異方性を有する液晶性単分子膜ができる．OPOB分子
は図 1の構造をもつので，模式的には棒に小さなプ
ロペラがついたように見える．単分子膜はグリセロー
ル水溶液と空気にはさまれるので，2相の水蒸気圧差
に応じて流れる水分子が膜を横切る．純粋なグリセ
ロールと湿度 40%RHの空気との界面に単分子膜を置
いたときの，膜の偏光顕微鏡像を図 2に示す．周期
的な明暗の変化は光学軸が面内に一定速度で回転して

いることを示し，棒状分子が集団歳差運動をしている
ことがわかる（同心円パターンの形成は境界条件によ
る）．図 2の回転周波数は約 0.05 Hzだが，この速度
は水分子の流量およびキラルドーパントの濃度の増加
により増す．ただしドーパント濃度は相転移温度や粘
弾性を同時に変えるので，回転速度の濃度依存性は完
全比例ではない．また回転方向は，液晶分子のキラリ
ティと水分子の流れる方向の両方に依存し，どちらか
が反転すると，歳差方向も逆転する．
容器境界で分子が止められた状態で中心から歳差運
動が始まると，図 2のように液晶の配向が歪んだ状
態になる．この歪を開放しようとする弾性によるトル
クと水分子の透過によって誘起されるトルクがバラン

生物物理 50（1），030-031（2010）

水分子駆動によるキラル液晶モーター
多辺由佳　早稲田大学先進理工学部応用物理学科

Chiral LC Molecular Motor Driven by Transmembrane Water Transfer
Yuka TABE
Department of Applied Physics, Waseda University

図 2  
グリセロール上のキラル液晶単分子膜が湿度 40%の空気と接し
たときの偏光顕微鏡像．水分子は画面表から裏へと移動してい
る．4秒ごとのスナップショット，横軸約 1 mm．光強度 Iと面内
分子平均方向 は次式で結ばれる：I sin2(cos f)2g sin (cos f)

図 1  
(2R)-2-[4-(5-octylpyrimidine-2-yl)phenyl-oxymethyl]-3-butyloxiraneの
分子構造．
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スした状態で，水分子の透過を止めると，同心円パ
ターンがほどけて一様配向状態に戻る．このとき，マ
クロな理論では水分子の逆流が予測されているが，き
わめて微量のため検出は難しい．

3. 膜透過分子と膜厚による歳差のスイッチング

次に，水以外の分子が膜を透過した場合について紹
介する．実験の簡便さから，メタノール，エタノール，
トルエン，アンモニアを使い，比較的丈夫な 3層 -20
層の厚めの自己保持膜を用いて実験をおこなった．
OPOBの 5層膜の歳差速度と透過分子との関係を図 3

に示す．透過分子の衝突による運動量変化により液晶
の歳差運動が生じると考え，横軸に透過分子の運動量
変化，縦軸に回転速度をとると，メタノール・アセト
ン・エタノール，トルエンはほぼ同じ直線上にのるが，
水とアンモニアは異なる性質を示した．水分子の場合，
同じ液晶膜に対して同じ方向に透過させても，液晶の
歳差方向は他と逆になった．単分子膜での液晶の歳差
方向は，透過分子の種類に依存せず液晶のキラリティ
と透過方向だけで決まるので，水分子透過に対しては，
液晶の回転方向が膜厚によって変わることになる．詳

細に調べてみると，1-2層で時計まわり回転していた
膜が，3-4層では時計・反時計を同程度の頻度でまわ
るようになり，5層では完全に反時計方向にのみ回転
することがわかった．この結果は，回転トルクの起源
が 2つあることを示している．すなわち多層膜では，
分子がキラルであることによるミクロ捩じれと，多層
膜のマクロならせん構造による分極捩じれが共存する．
分極場の捩じれによる影響は，層数が増すほど，また
透過分子が大きなダイポールをもつほど強く表れ，特
に分子捩じれとマクロな分極捩じれが逆方向の場合，
ある層数を超えたときに液晶の回転方向が逆になる．
これが水の透過時に見られたスイッチングに相当する．
分子捩じれトルクとマクロならせんによるトルクが競
合しうる大きさであるのは興味深いが，これらが必然
か偶然かを含めた詳細な解析は今後の課題である．

4. 分子動力学による分子長軸周りトルクの計算

分子の衝突により傾いた棒状液晶分子が 1方向の歳
差運動をするためには，分子長軸周りの自転が偏って
いる可能性がある．われわれは分子動力学計算を用い
て，前述のOPOB分子 1個を空間に固定して 1方向か
ら水分子を衝突させ，OPOB分子が感じた長軸周りト
ルクを計算した．結果を図 4に示す．キラル分子は単
独でも水の衝突により偏ったトルクを感じており，ト
ルクの符号はキラリティの反転により逆転しているこ
とがわかる．実験で個々の分子の長軸周り回転偏りを
検出するのは困難なので，分子動力学計算がわれわれ
の仮説を裏付けると期待し，さらに計算を進めている．

5. まとめと展望

現在，この現象のメカニズム追及とともに，液晶膜
にのせた微粒子を水の透過で回転させる，生体膜中に
液晶ドメインを埋め込んで分子透過による回転を観察
する，といった応用研究も進めている．近い将来これ
らについても紹介できれば幸いである．

文　献
 1) Brandrup, J. et al. (1999) Polymer Handbook 4th. Ed., John Wiley, 

New York.
 2) Farajzadeh, R. et al. (2008) Adv. Colloid Intreface Sci. 137, 27.
 3) Tabe, Y., Yokoyama, H. (2003) Nat. Mater. 2, 806.

多辺由佳（たべ　ゆか）
早稲田大学理工学術院教授
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URL: http://www.f.waseda.jp/tabe/

図 3  
透過分子の運動量と液晶の歳差運動速度の関係．分子の膜透過を
後ろから見たときに時計まわりする場合を正の歳差としている．
（電子ジャーナルではカラー）

図 4  
孤立した (R)-&(S)-OPOBが水分子 1個の衝突により受ける長軸周り
トルク．液晶分子と水分子との相対位置関係が異なる 40個の液晶
分子についてそれぞれ計算した結果で，横軸は分子に便宜上つけ
た背番号を示す．（電子ジャーナルではカラー）

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14625540?dopt=AbstractPlus
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1. はじめに

DNAの複製・修復・組換えには多数のタンパク質
因子がかかわり，DNA上でレプリソームなどの巨大
な超分子複合体を形成している．これらの超分子複合
体は，反応の各段階で構成因子の会合および解離を適
宜行うことで適切に複合体を再編成させて，一連の反
応を綿密に制御している．したがってその機構を理解
するためには ,個々の構成因子の結晶構造だけでは不
十分であり，複合体全体の構造解析が必須であるが，
DNAを含みかつこのように常に構造変化を伴う複合
体の結晶化は容易ではない．電子顕微鏡による単粒子
解析は，直接可視化した複合体の多数の粒子像から立
体構造を得るため，結晶化を行う必要がなく，このよ
うなシステムの機能構造の解析に適している．

2. DNAクランプ PCNA

DNAポリメラーゼはクランプと総称されるドーナ
ツ状の分子に結合することで DNAから外れることな
く効率よく複製を行う．真核生物および古細菌では
PCNAがこのクランプに相当する．近年 PCNAは，
DNA鎖の伸長促進因子という当初の位置づけよりも
遥かに重要な役割を担っており，ポリメラーゼなどの
複製関連因子のみならず，修復，転写など，さまざま
な DNAトランスアクションにかかわる因子と結合す
ることが明らかになっている 1), 2)．PCNAは疑似 6回
対称の 3量体リングを形成し，1つのサブユニットが
それぞれ結合部位を有する．したがって，理論上は最
大で 3つの因子が同時に 1つの PCNAリング上で共
存可能であり，PCNAがレプリソームなどの超分子複
合体の構築・再編や，因子の切換えにおいて重要な役
割を担っていることは明白である．実際，複製因子の
1つである Fen1と PCNAの共結晶中では，PCNAリ
ング上に 3つの Fen1が結合していた 3)．また最近，

クランプ中で DNAが約 22度傾斜してチャンネルの
内壁に結合することが示された．このことから図 1の
ように DNAの傾斜を利用して各因子間の切換えが行
われるスイッチの機構も提唱されている 4)．

3. DNAリガーゼ -PCNA-DNAの複合体の立体構造

DNAリガーゼ Lig1はDNAの複製において，ラギン
グ鎖合成時の岡崎フラグメントの連結を担うたいへん
重要な複製関連因子であり，PIP(PCNA interacting 
protein)-box様モチーフによって他の多くの因子同様に
PCNAと複合体を形成して機能する．筆者らが電子顕
微鏡による単粒子解析法を用いてDNAリガーゼ -PC-
NA-DNA複合体の立体構造を解析したところ（図 2），
3つのドメインからなるリガーゼが PCNAリングに重
なるように結合し，DNAに半周ほど巻き付いていた 5)．
この複合体の 3次元密度マップのリング状領域に
PCNAの結晶構造を重ねたところ，たいへんによくあ
てはまることがわかった．一方リガーゼについては，
これまでに報告されている 3つの真核生物型の ATP依
存DNAリガーゼの結晶構造が，すべて互いに異なる
ドメイン配置をとっていたことから 6)-8)，非常に柔軟性
に富む構造であることが予想されていた．得られた
マップにおいて，リガーゼの個々のドメイン自体の構
造は，これまでの 3つの結晶構造と一致するものの，
ドメインの相対的配置は，どの結晶とも異なっていた．
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図 1  
Fen1と PCNAや大腸菌のクランプと DNAの共結晶などから提唱
されている複製因子の切換え機構．
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またN末のDNA結合ドメイン中の既知の PIP-box様
モチーフ以外に，真ん中の AdDドメインも PCNAと接
触していた．さらに，DNAは PCNAに対して傾斜（約
16度）していたが，細菌のクランプとDNAの結晶 4)

の場合（約 22度）ほどの傾斜は見られず，かつチャン
ネルの内壁の 1ヵ所でのみ PCNAと結合していた．以
前われわれが解析した RFC-PCNA-DNA複合体では
DNAは PCNAに対してほぼ垂直に貫通しており，
PCNAとの有意な結合は確認できなかった 9)．これら
のことから，細菌のクランプとDNAの結晶は，DNA
が最も傾いた状態を示しているにすぎず，DNAの配向
は複製因子の種類，さらには反応状態に応じて最適に
なるよう，さまざまに変わり得ると考えている．

4. 複製因子の切換え機構

複合体中でリガーゼは 2つの PCNAサブユニット
と結合しており，3つの異なる因子が同時にリング上
に留まる図 1の機構は実現が困難である 5)．また以前
解析した RFC-PCNA-DNA複合体にいたっては，RFC
が完全に PCNAリングを覆ってしまっており，他の
因子の結合を阻害している 9)．現在すでに 50個以上
の PCNA結合因子が見つかり，その多くが PCNA上

の特定の結合サイトを共有していることを考慮する
と，そもそも図 1の機構のみで因子の切換えを説明
することには無理があり，役目を終えた因子は速やか
に解離する機構が存在することが示唆される．Lig1-
DNAの共結晶（PCNAは含まない）では Lig1は DNA
を完全に取り囲むように巻きついている 7)．一方，今
回われわれが電子顕微鏡で解析した複合体では，
PCNAとの 2ヵ所の接触のために ,リガーゼは上記の
結晶中ほど強固には DNAに巻き付いておらず，ライ
ゲーション反応前の中間状態にあると考えられる．
Lig1-DNAの結晶で見られるような，リガーゼの閉じ
たリング構造に変換してライゲーション反応を起こす
ためには，リガーゼと PCNA間の接触の少なくとも
一方は切れる必要がある．これにより PCNAクラン
プ上の結合サイトが解放されて，次の因子がアクセス
可能になることが推察される（図 3）．しかしわれわ
れの構造においても，フリーな PCNAサブユニット
は 1つ残っており，実際 Fen1の結晶構造を重ねてみ
ると，この箇所に Fen1は結合可能であり，リガーゼ
とも立体障害を起こすことなく共存可能である 5)．実
際の生体中ではおそらく，PCNAから不要なものを解
離し，新たに必要な因子を導入して複合体を再編成す
る一方で，頻繁に用いる因子に関しては PCNA上に
結合したまま複数の因子間を切換え，すなわち両方の
機構を適宜使い分けることで，一連の反応を効率よく
行えるようにしていると考えられる．
（図はすべて文献 5の図を改変）
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図 3  
因子の結合・解離による切換えの機構．リガーゼ -PCNA-DNA複
合体の単粒子解析から推定されるモデル．中間状態では PCNAと
の相互作用のためリガーゼは DNAと強固には結合していない．
DNAに完全に巻き付いて反応が起きると PCNAとの接触は解除さ
れ，次の因子が PCNAに結合可能となる．

図 2  
DNAリガーゼ -PCNA-DNA複合体の立体構造．電子顕微鏡による
単粒子解析法によって 19544個の複合体の粒子像から計算した．
底面（左図），正面（中央図）および斜め上（右図）から見た立体
構造．DNA，PCNAおよび ,リガーゼの 3つのドメイン（N末端
より DBD，AdD，OBD）の原子モデルをあてはめた．接触 2が今
回新たに見つかった．また DNAは PCNAの軸に対し約 16度傾斜
していた．（電子ジャーナルではカラー）
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1. ヘムセンサータンパク質の概念

ヘムタンパク質としては，酸素を運搬，貯蔵するヘ
モグロビン（Hb），ミオグロビン（Mb），電子移動に
かかわるシトクロム c，分子状酸素の解裂を起こす
P450などがよく知られている．これらのヘムタンパ
ク質では機能を発現するためにヘム（プロトポルフィ
リン IX-Fe3錯体）が反応中心になる．しかし，ヘム
センサータンパク質は，ヘム結合ドメインと機能ドメ
インから構成されており（図 1），ヘム自身がこのタ
ンパク質に結合することによりシグナル分子として働
く．ヘムがヘム結合ドメインに結合すると構造変化が
誘起され，この構造変化が第 2のシグナルとして，機
能ドメインに伝達され，触媒活性，転写活性などがス
イッチ on / o!される．ヘムセンサータンパク質では，
ヘムの結合部位は Cysのチオレートの場合が多い 1), 2)．
この理由として，ヘムは Cysより離脱しやすい，ある
いは鉄の還元でヘムの配位子は他のアミノ酸へ交換
し，酸化ストレスも機能制御に関与する，などがあげ
られる．

2. 体内時計の原理

体内時計とは，ほとんどすべての生物に備わってい
る約 24時間周期で変動する生理現象である．哺乳動
物の体内時計の中枢は視床下部の視交叉上核に存在す
る．体内時計の分子生物学的な反応機構は非常に複雑
であるが，単純化すると転写と翻訳を組み合わせた負
のフィードバック機構で進行する．すなわち，2種類
のタンパク質 BMAL1，および CLOCKよりなるヘテ
ロ 2量体が時計遺伝子のプロモーター領域の E-box
（Enhancer box）に結合し，per，および cry遺伝子の転
写が活性化する．その結果翻訳された Per，および
Cryタンパク質は細胞質でリン酸化などの翻訳後修飾
を受け核内に入る．その後 Per / Cryヘテロ 2量体が，
BMAL1 / CLOCKヘテロ 2量体に結合してそれら自身
の転写を阻害する．この一連のフィードバック阻害反
応が毎日約 24時間周期で進行する 3)．

3. 体内時計とヘム結合転写制御因子

哺乳動物の前脳では，ヘム結合タンパク質である
NPAS2が視交叉上核の CLOCKと同じ働きをしてい
る 4)．NPAS2は BMAL1とヘテロ 2量体を形成し，
DNAの E-boxに結合して per，および cry遺伝子の転
写を活性化する（図 2a）．しかし，ヘムに結合する
COガスの存在下でその転写が阻害されるため，ヘム
が時計遺伝子の転写にかかわっていると推定され
た 4)．また，転写制御タンパク質である Per2がヘム結
合タンパク質であり，ヘムの結合が時計遺伝子の転写
制御に関係していると報告された 5)．これら NPAS2，
BMAL1，および Per2はいずれも N末端に 2つの PAS
ドメイン（PAS-A, PAS-B）を保持している．転写に直
接関与する NPAS2，および BMAL1は DNA結合部位
である bHLHドメインを保持している（図 2b）．
われわれの結果より，NPAS2の PAS-Aドメインの

Fe3ヘムの軸配位子（結合部位）は Cys / Hisであり，
Fe2ヘムに還元すると，その配位子は Cysではなくな
り，酸化還元に依存した配位子交換反応が起きること
が示唆された 6)．NPAS2タンパク質の E-box DNAに
対する結合性はFe3ヘムの結合により上昇し 7)，また，
Fe3ヘムの解離速度はHbやMbに比べて数千倍速かっ
た 7)．さらに，Per2の Fe3ヘムの軸配位子は Cysであ
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図 1  

ヘムセンサータンパク質の機能の概念 2)（電子ジャーナルではカ
ラー）
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るが，酸化還元に依存した配位子交換反応が起き，ま
た，Fe3ヘムの解離速度は NPAS2と同様に非常に速
いという結果も得られた 8)．興味あることに，NPAS2
と Per2の Fe3ヘムの解離速度の間に 10倍の差がある
ために，Fe3ヘム結合型 NPAS2とヘムが結合してい
ない Per2を混合すると Fe3ヘムは NPAS2から Per2へ
移動した．逆に，Fe3ヘム結合型 Per2にヘムが結合し
ていない NPAS2を混合しても Fe3ヘムの移動は観測
されなかった 8)．これらはあくまで精製したタンパク
質を用いた in vitroの実験であるが，細胞生物学より
示唆されている，ヘムがタンパク質間を移動して転写
を制御するのではないか，という報告 5)を支持する．
最近，bmal1遺伝子の転写を制御している時計遺伝
子制御因子の 1つである Rev-erbも NPAS2や Per2と
同様に Fe3ヘムが結合し，Cysが軸配位子であると報
告された 9)．また，Per2の PAS-A-PAS-Bドメインのホ
モ 2量体結晶構造が解かれた 10)．この結晶構造から
は，ヘムの結合部位と推測される部分はタンパクの表
面上に位置し，disorderしていた．したがってヘムの
結合により，大きな構造変化が誘起されるのではない
かと予想される．

4. まとめ

NPAS2，Per2，および Rev-erbで観測されたヘム結
合の特徴，すなわち，Fe3ヘム結合部位が Cysである
が，Fe2ヘムの結合部位は Cysではないこと，Fe3ヘ
ムのタンパク質からの解離速度は HbやMbなどのよ
うな既知のヘムタンパク質と比較して数千倍速いこ
と，などは HRIのようなヘムセンサータンパク質 1), 2)

の性質と非常に似ている．これらの結果より，

NPAS2，Per2，および Rev-erbはヘムの結合・解離が
その機能を制御するヘムセンサータンパク質（図 1）
ではないかと推測される．NPAS2は COガスがヘム
に結合してその転写制御機能を阻害するため，ガス
センサータンパク質と報告されているが，NPAS2か
らのヘムの脱着が容易であるため，NPAS2はヘムセ
ンサータンパク質として機能している可能性が示唆
された．しかし，なぜヘムがこのように体内時計の
転写制御に多岐にわたってかかわっているのかに関
してはほとんど解明されておらず，さらなる研究が
必要であろう．
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図 2  

（a）体内時計の原理：ヘムが NPAS2から Per2へと移動する．（b）
NPAS2，および Per2のドメイン構造．（電子ジャーナルではカ
ラー）
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1. はじめに

被子植物が暗所で緑化しないことは，「もやし」を
食する日本人にとってなじみのある現象ではないだろ
うか．これはクロロフィルの前駆体であるプロトクロ
ロフィリド a（Pchlide）をクロロフィリド aへ変換す
る酵素反応に光が必要なためである（図 1）．この反
応は，プラスチド（この緑化したものを特に葉緑体と
よぶ）に局在するNADPH-Pchlide酸化還元酵素（POR）
が担うが，その反応の進行には，基質である Pchlide
を光で励起することが必要である．すなわち PORは，
クロロフィル合成を明条件下でのみ行うための，光セ
ンサーの役割を兼ねた鍵酵素と捉えることができる．
「もやし」が緑化せず黄色なのはこの PORの性質に起
因する．
暗所芽生えのプラスチドにおいて，PORは，蓄積
した Pchlide/NADPHと共にプロラメラボディとよば
れる格子状の構造体を作る（図 1）．光照射によりプ
ロラメラボディは消失し，それに伴いチラコイド膜が
形成される．これは土の中から芽を出した植物が，ク
ロロフィルを速やかに合成するための戦略と考えられ
ている．プロラメラボディは，その生理的重要性のみ
ならず，タンパク質が細胞内で正確に機能を発揮する
ために作る構造体としてきわめて特徴的で，その形成
機構を知るための研究は 30年におよぶ長い歴史をも
つ．これまでにプロラメラボディの形成には，POR
と基質の結合状態，PORアイソザイムの発現量の比
などが重要と報告されてきた．しかしいずれも直接的
なデータとはいえず，その形成機構はいまだ推測の域
を出ない 1)．

2. シアノバクテリアとプラスチド

筆者らは生物進化の視点を取り入れたアプローチ
で，PORの機能とプロラメラボディの形成機構を調
べている．プラスチドはシアノバクテリアとよばれる
光合成細菌が細胞内共生したものと考えられている

が，シアノバクテリアは光環境とは関係なくチラコイ
ド膜を形成することから，共生時のプラスチドは葉緑
体であったはずである．すなわちプロラメラボディの
形成は，共生後，植物細胞内で独自に確立された形質
である可能性が高い．PORが共生後に獲得した形質
を知る上で，現存するシアノバクテリア型と（被子）
植物型 PORの違いを探るアプローチは有用と思われ
る．今回，上記 2つの仮説を検証するため，生化学的
に性質の異なるシアノバクテリアの PORを見いだし，
それらを強制的にプラスチドで機能させることを試み
た．その結果，プロラメラボディ形成に関するいくつ
かの新しい知見を得たので紹介する．

3. プロラメラボディ形成に関する新知見

植物型 PORの特徴の 1つとして，Pchlideに対する

生物物理 50（1），036-037（2010）
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図 1  
暗所で発芽させ（左），その後明所で数日育てた（右）シロイヌナ
ズナ子葉の電子顕微鏡写真（東大，箸本春樹博士提供）と大麦の
写真．暗所ではクロロフィル合成が進行せず，葉は緑化しない．
これは PORのプロトクロロフィリド a還元活性に光が必要なため
である．緑葉では葉緑体に分化するプラスチドは，暗所において
格子状のプロラメラボディを蓄積し，エチオプラストとよばれる．
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高い親和性が上げられる（一般的なシアノバクテリア
型の約 100倍）1)．この高い基質親和性がプロラメラ
ボディの形成に必要かどうかをまず検討した．最初
に，シアノバクテリアの中でも最も初期に分岐した
とされる Gloeobacter由来の PORを調べたところ，植
物型 PORとほぼ同等の基質親和性をもつことがわ
かった 2)．これを含む基質親和性が 2桁異なるシアノ
バクテリア由来の POR2種を，モデル植物シロイヌナ
ズナのプラスチドで機能させたところ，いずれも正
常なプロラメラボディを形成した 2)．すなわち POR
の基質親和性はプロラメラボディの形成に無関係と
わかった．
結果はネガティブだったが，得られた組換植物体
は，Pchlideの存在状態に関する仮説の検証に有用で
あった．暗所で発芽した植物内の Pchlideは，子葉の
in vivo低温蛍光スペクトル（子葉を直接サンプルとす
る）において，655 nmまたは 632 nmにピークをもつ
2つの分子種に分かれて蓄積することが知られてい
る 1)．この子葉に閃光を照射すると，655 nmにピーク
をもつPchlideだけがPORにより還元されることから，
それぞれ光活性型／光非活性型とよばれている．葉よ
り単離精製した（すなわちタンパク質と結合していな
い）Pchlideはすべて 630 nm付近に蛍光ピークをもつ
ため，プロラメラボディ内の Pchlideは 655 nmにピー
クをもつ光活性型として存在すると長い間信じられて
きた 1)．ところがシアノバクテリアの PORを大量に
発現したプラスチドにおいては，プロラメラボディの
大きさは増大したが，光活性型 Pchlide量には変化が
なかった 2)．このことは，光活性型 Pchlideとプロラ
メラボディの形成はそれぞれ独立していることを示
す．Pchlideの存在状態はプロラメラボディの形成に
無関係と考えられた．

PORアイソザイムの重要性に関しても検討した．
暗所で育てたシロイヌナズナや大麦のプラスチドで
は，2つの PORアイソザイムが機能している．1999
年 Reinbotheらは，その 2つの PORは 1:5の割合で複
合体を作り，プロラメラボディはそれが集合し成長し
たものであると報告した 3)．しかし 2つのアイソザイ
ムの発現量は植物種によって異なるなど異論も報告さ
れていた 4)．今回作成した組換植物体は，内在性 POR
量に比べシアノバクテリアの POR量が圧倒的に多い．
この植物体においても，プロラメラボディのサイズは
総 POR量を反映していることがわかった 2)．これは
Reinbotheらのモデルを支持しない．アイソザイムの
量比はプロラメラボディの形成に重要ではないことが
はっきりした．

4. おわりに

PORの基質との結合状態およびアイソザイムの存
在比は，プロラメラボディの形成に無関係とわかり，
その形成機構に関する研究は振り出しに戻った感があ
る．PORは種によらずプロラメラボディの形成能を
保持しているようであり，その形成機構は思ったほど
複雑ではないのではないか．最終的には試験管内でプ
ロラメラボディを作ることが必要と思われるが，近い
将来実現できるように思う．

PORは最近別の側面からも注目されている．光で
反応をトリガーできる PORは，酵素反応を時間分解
分光法で調べるモデルタンパク質として最適であり，
ここ数年重点的に解析されている 5)．PORによる
Pchlide還元反応をピコ秒の時間領域で追跡し，タン
パク質の構造変化が酵素反応におよぼす影響を具体的
に評価できるようになった 6)．今後も PORを用いた
研究は，分子レベルから生体レベルまでタンパク質の
機能発現がいかに制御されているのかを理解する上で
重要となろう．
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. はじめに

近年，マイクロデバイスを利用した生物学・化学実
験が注目されている 1)．これらのマイクロデバイスは
一般にMEMS技術によって作製される．MEMSとは
Micro Electro Mechanical Systemsの略で，微小な半導体
の製作工程を利用して作られる「電気で駆動する小さ
な機械」を示しているが，近年では電気的な駆動を用
いなくても，それらの微細加工技術を利用して作られ
たデバイスや，微細加工技術そのものを広義に
MEMSとよんでいる．

MEMS技術で作られたマイクロデバイスを化学実
験で用いる利点は，チップ上に加工されたマイクロ流
路を利用して，混合・反応，相合流，抽出，相分離な
どの化学反応を行うことができ，サイズを小さくする
ことで従来の方法と比べて必要とされる試薬の量が微
量で済む点にある．試薬の量が微量であることから，
反応時間も少なく，コストも大幅に下げることができ
る 2)．また，チップ上に加工されたマイクロ構造に
よって，これまでハンドリングの難しかった細胞や微
生物などを 1細胞・1分子単位で配列したり，観察・
培養・実験したりできる 3), 4)．
細胞単位での観察・実験が必要とされる生物物理学
の分野では，この流路付マイクロデバイスは非常に有
効であるといえる．しかし，現段階ではデバイス作製
のために工学的な知識や専用装置などが必要であり，
簡単に作製できないという問題点がある．
そこで本稿では，従来の高価で特殊な試薬や設備装
置を必要とせずに，簡単に試すことができる方法を提
案する（図 1）．

. 一般的なマイクロデバイスの作製法

ここではまず，一般的なMEMS技術によるマイク
ロデバイスの作製法のうち，流路の作製方法について

述べる（図 1左）．PDMS（Polydimethylsiloxane）（東レ・
ダウコーニング株式会社 SILPOT 184 W/C）は，マイ
クロデバイス作製法において，最もよく使われるシリ
コン樹脂である 5)．この樹脂は硬化前の状態は柔らか
いゲル状で，1 mの隙間にも入り込むことができる
ため，マイクロサイズのデザインを転写することが可
能である．モールド（鋳型）の材料を特殊なものに変
えれば，現在では 2 nmの段差も転写することができ
るという報告もある 6)．また，硬化後は透明なので観
察が容易で，耐久性に優れており，安価であることか
らマイクロデバイスの材料として適している．
この PDMSを用いてマイクロデバイスを作製する
には，まずフォトリソグラフィとよばれる，シリコン
ウェハやガラス基板などを土台とし，その上に凸状に
モールドをつくることから始まる．このモールドには
フォトレジストという光硬化性樹脂を用いる．フォト

生物物理 50（1），038-041（2010）
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図 1  

マイクロ流路のモールド作製法．（左）従来の製法．（右）新しい製
法．（電子ジャーナルではカラー）
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レジストをむらのないようスピンコータという装置で
均一に塗布し，基板を過熱して樹脂内部の溶剤を蒸発
させることにより硬化させる．フォトレジストは紫外
線によりその性質が変化し，溶剤（現像液）に溶ける
ものをポジ型，溶けにくくなるものをネガ型と区別し
ている．
モールドは，マスクアライナという装置を用いてこ
のフォトレジストへ紫外線を照射しデザインを転写す
ることで作られる．デザインの転写には，レーザー露
光装置によって作られる通常ガラスマスクとよばれ
る，ガラスの表面にクロムをパターンしたものを用い
る．ガラスにクロムがパターンされていることによ
り，クロムのない部分は紫外線が透過し，クロムのあ
る部分は紫外線が透過できない．これにより選択的に
紫外線を照射し，クロムと同じデザインをレジストに
転写することができる．こうしてできたモールドに，
硬化剤を混ぜた PDMSを流し込み，75Cで 1時間加
熱するとゴム状に固まる．これは簡単に基板から引き
剥がすことができるので，以上の手順により，PDMS
に目的のデザインを作ることができる．
このように PDMSを用いたマイクロマシン技術は，
装置さえあれば手軽で耐久度の高いマイクロデバイス
を作製することができる．しかし，そのためには，
モールド作りが必要となる．このプロセスには，レー
ザ露光装置，マスクアライナ，高価なレジスト類が必
要であり，これらは光硬化性があるためにクリーン
ルームからさらに 440 nm以下の波長を遮断したイエ
ロールームで作業を行わなければならない．このよう
な，高価で専門的な装置や設備を必要とすること，試
薬の入手の難しさ，ランニングコストなどのさまざま
な制限により，現段階ではMEMSを専門分野として
いない研究者が新たに作製を始めるには，少なくとも
数千万円の初期投資が必要となり，デバイスを使用す
る異分野の研究者自身がデバイスを作ることが難しい
状態となっている．

. カッティングプロッタを用いた簡易作製法

上述した一般的なマイクロ流路の作り方では，まず
ガラスマスクを作製することが必要となる．そのため
には，CADソフトとよばれる製図用のパソコンソフ
トでデザインすることが必要となるのだが，こちらの
方法では一般的なイラスト作成ソフトである Illustra-
tor（Adobe社）などでデザインを作画する（図 2a）．
カッティングプロッタ（グラフテック株式会社
CE5000-40-CRP）によって，デザインしたイラストの
アウトラインをカットする．カットしたい素材のシー

ト（本稿では水溶性シートであるオブラート）をカッ
ティングプロッタにセットし，通常のプリントと同じ
操作をするだけでデザインどおりにカットすることが
できる（図 2b）．これでモールドの完成である．レジ
ストをスピンコートしたり，ガラスマスクを作製した
りする必要がない．また，オブラートには光硬化性も
ないのでイエロールームでの作業も必要ない．ガラス
シャーレに PDMSを入れ，75Cで 30分加熱し，柔
らかく硬化したものの上にオブラートを載せ，上から
さらに PDMSを加え，サンドイッチする（図 2c-d）．
それを食品用バキュームシーラで密封することで脱泡
する（図 2e）．目に見える気泡がなくなった段階で，
密封した袋から取り出し，電子レンジで 3-6分加熱す
る（図 2f）．硬化した PDMSをガラスシャーレから外
し，流路の出入り口に生検トレパン（穿孔器）で穴を
あけ，チューブを接続する．最後に，オブラートを溶
かし取り除くため，接続したチューブから水を流す
（図 2g）．よりきれいに仕上げたいときには，流水を

40Cに温めてアミラーゼを加えるとよい．
従来の方法との決定的な違いは，用いる装置の違い
と作業時間にある．フォトリソグラフィに必要な装置
や設備を準備する場合には，少なくとも数千万円の費
用が必要となるのに対し，今回用いた装置はわずか十
数万円で揃えることができ，非常に安価な初期投資で
手軽に着手できるところにその最大の利点がある．作
業時間についても，従来の方法では，数多くの専門的
工程が必要であるのに対し，この方法では，デザイン

図 2  

プロセスの概要．（a）イラストレータでデザインを作画し，カッ
ティングプロッタに入力する．（b）カッティングプロッタでカッ
トされたオブラート．（c）シャーレに固めた PDMSの上にオブ
ラートをのせる．（d）上からさらに PDMSを加える．（e）デシケー
タで脱泡する．（f）電子レンジで 3-6分加熱する．（g）オブラー
トを流水で溶かし，取り除く．（電子ジャーナルではカラー）
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を設計する時間を含めてわずか 2時間以内でデバイス
が完成でき，実験を開始することができる．
さらに，硬化に電子レンジを用いることで，より作
業時間を短縮することができる．従来はホットプレー
トにより 75Cで 1時間加熱することで硬化させてい
たが，電子レンジを用いると 3-6分で硬化させること
ができることがわかった．電子レンジで硬化させた場
合でも，従来の硬化方法と比べて問題なく使用するこ
とができる．

. 実証実験

上で提案したマイクロデバイスの作製法の評価とし
て，3つのデモンストレーションを以下に示す．

4.1　マイクロスタンプによるタンパク質のパターニング
マイクロスタンプは，Kumar et al.によって報告され

たマイクロ構造構築法（リソグラフィ）の 1つであ
る 7)．フォトリソグラフィや電子線リソグラフィに
よって作製したマイクロサイズのわずかな表面の高低
差をもつ形状パターンを PDMSに写し取り作製する．
このスタンプ凸部表面に分子溶液を塗布し基板に密着
（コンタクト）することで，分子のパターンを基板上
に作製する．このスタンプの使用により，マイクロパ
ターンを安価で簡便に作製することができる．図 3a

の写真は，この方法を用いて作製したマイクロスタン
プを用いて，蛍光分子カルセインをパターニングした
ものである．このスタンプは 100 mの幅で，150 m
間隔で作製した．
スタンプの SEMによる写真を図 3b-cに示す．従来
の方法によって作製した場合，エッジは直角となる
が，この写真から簡易法ではゆがんでしまっているこ
とがわかる．しかし，図 3aの結果のように，スタン
プ後のパターンには影響がなく，100 mの解像度で
あれば本手法は有効であるといえる．実験では蛍光色
素であるカルセインをパターニングしており，PDMS
が疎水性素材であるため，写真のようなドットがみら
れる．これは従来の作製方法でも同様にみられる．ス
タンプの表面は滑らかであり，インクを載せる前に酸

素プラズマなどで処理してスタンプ表面を親水性に変
えると均一にパターンすることができる．マイクロス
タンプ法は，本来タンパク質や DNAなどの生体分子
のパターンニングを得意とする技術であり，生物物理
分野の実験ツールとして幅広い応用が考えられる 8)．

4.2　微小流路による均一ドロップの生成
図 4aのような T字型の流路（Tジャンクション）
を用いると，2つの流路の作用により均一径の小さな
液滴を効率よく生成することができる 9)-10)．これらの
均一直径ドロップは，目に見えない小さな試験管とし
て，このなかに薬品を閉じ込めて，少数の分子や細胞
を扱った実験をすることができる 11)．必要な量だけを
使うので無駄がない．外部電場を利用して，複数のド
ロップを 1つに混ぜ合わせることもできる 12)．また，
このドロップ自体に細胞を入れ，ハンドリングするこ
とも可能である．本方法で作製された微小流路は，
別々に作製した 2つの層を接着して作られたものでは
なく，1層目が完全に固まる前に 2層目を載せ，同時
に固めたものなので，1層目と 2層目の間には境目が
なく密閉されている（図 4b）．従来は，流路となる凹
みを作製してから酸素プラズマ発生装置などを用いて
表面処理し平らなガラスや PDMSなどに接着させ，
流路を密閉する必要があるが，この方法は，特殊な接
合装置を必要とせず，短時間で簡便に作製することが
できる．実際に Tジャンクションを作製し，液滴を
作製したところ，この方法でも液漏れすることなく実
験できた．従来のMEMS技術によって作製したもの
と同様に均一径のドロップを作製することができた
（図 4c-f）．

図 3  

マイクロスタンプ．（a）マイクロスタンプによるカルセインのパ
ターニング．（b, c）SEMによる表面画像．

図 4  

マイクロ流路による Tジャンクションデバイス．（a）水平方向の
水流（Qc）により垂直方向（Qd）の油流が液滴化される．（b）デ
バイス流路の断面図．（c-f）高速度カメラによる液滴化の連続写
真．（電子ジャーナルではカラー）
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4.3　水溶性モールドによる 3次元流路の作製
ここでは，本提案手法のさらなる可能性を探るため

3次元流路について検討した．上記で紹介したマイク
ロデバイスは，紙やシール，フィルムなどの簡単な材
料でもつくることができるが，その場合，最終的には
モールドから引き剥がす必要があり，平面構造に限ら
れてしまう．しかしモールドを作製する材料にオブ
ラートなどの水溶性のシートを用いれば，モールドを
封入して自由に成形できるので，3次元構造の流路を
作成することができる．流路を 3次元構造にすること
で，デバイス自体の大きさをより小さくすることがで
き，重量の軽量化，省スペース化を狙うことが可能と
なる．
図 5にその作製例を示す．このデバイスは 3つの T
ジャンクションを有している．まずデザインしたとお
りにカットされたオブラートのモールドを小さい
PDMSのキューブに巻きつける．PDMSは適度な柔軟
性と弾力性があるので，オブラートの上を回転させる
だけで自己吸着によって簡単に巻きつけることができ
る．これをひとまわり大きなキューブ状に PDMSで
密封する．これを硬化させた後は前述と同様，流路の
出入り口にシリコンチューブを接続し，オブラートを
流水で溶かして流し去ることで完成する．
近年，小型化学分析機器などに組み込まれているデ
バイスには，より小さいものを作製することが求めら
れている．3次元の流路を作成できることは，省ス
ペースだけではなく，3次元流路センサの作製や生物
体内の流路を再現できるというような，新しい可能性
を示している．

. おわりに

本稿で提案した方法は，従来の方法と比べ，デバイ
スの解像度が低く，改良の余地があるものの，安価で
簡単であり，初心者でも気軽に行える．これまではデ
バイスの作製者は工学系研究者であり，使用者は生化
学系や生物物理系研究者と，それぞれ別の研究者に分
かれており，その分野も異なるため，実験結果を反映
してデバイスを改良することは非常に難しく手間と時
間がかかった．ここで提案した方法を生物物理学の研
究者自身が行うことで，研究の促進が図れる可能性は
とても大きいといえる．また，これからMEMS技術
や生物物理学を学ぼうとしている人たちへの教育ツー
ルとしても適している．
ここで提案した方法によって，生物物理学の研究が
さらに発展することを期待する．

謝　辞
本研究において水溶性のモールドを作製するにあた
り，オブラートシートを松谷化学工業株式会社に快く
提供いただきました．ここに感謝いたします．
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図 5  

3次元マイクロ流路デバイス（a）作製方法（b）オブラートを封
入したデバイス．（電子ジャーナルではカラー）
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日本生物物理学会に若手奨励賞が設けられ早いもの
で 5年が経過し，先日開催された第 47回年会におい
て，第 5回の受賞者が決定しました．ここでは，審査
過程と結果について簡単に報告します．本年も昨年ま
でと同様，年会への発表申し込み締め切りと同じ 6月
12日を応募締め切り日としました．この時点では
27名の応募がありましたが，締め切りを延長して追
加募集を行い，最終的な応募は 38名となりました．
分野の内訳は，1.タンパク質の構造と機能（6名），2.
タンパク質の物性（5名），3.核酸（1名），4.細胞生
物的課題（6名），5.光生物（3名），6.筋肉（0名），
7.分子モーター（6名），8.生体膜・人工膜（3名），
9.生命情報科学（2名），10.イメージング・計測（4
名），11.脳・神経（1名），12.その他（1名）でした．
審査は 2段階に分けて行いました．まず，第 1次書
面審査で 10名を選出しました．前回の第 1次審査員
経験者から，1人の候補者をより多くの審査員によっ
て審査するほうがよいのではないか，そのために第
1次審査員の数を増やしたらどうかという提案があっ
たので，これまで 5名だった第 1次審査員を 10名に
増やし，1人の候補者を 5名の審査員で審査すること
にしました．審査員 1人あたり 15名あるいは 20名の
比較的研究分野の近い候補者の審査を行いました．延
長締め切り日から，プログラム編成のために年会事務
局に 10名の招待講演者を知らせる日までの余裕がな
く，審査期間が短くなってしまいました．第 1次書面
審査員の方はかなりたいへんな思いをされたことと思
います．なお，審査員は運営委員を中心に研究分野が
偏らないよう選定しました．また，同じ研究室の研究
者，共同研究者など公平な審査が期待できない候補者
は審査対象から除外しました．第 1次審査は，前年ま
での審査方法にならい，各審査員に，それぞれの候補

者について 10点満点で点を付けるとともに，第 1次
審査合格者として推薦する候補者を 5～ 10名あげて
いただきました．審査員全員の結果をまとめ，まず，
第 1次審査合格者 6名を決定しました．合格者の研究
分野に極端な偏りがあった場合にそれを是正するため
の機会を残したのですが，今回は第 1次審査 1次合格
者 6名の研究分野に偏りはありませんでした．そこ
で，単純につぎに高評価を得ていた 7名について第
1次審査員全員で再評価し，それぞれの審査員に 4名
ずつを選んでもらいました．得票の多い順に最終的に
残り 4名の合格者を決定しました．
以上のような過程を経て選ばれた 10名の若手招待
講演者に，10月 30日の年会 1日目午後に講演をして
もらい，10名の第 2次審査員が審査を行いました．
第 2次審査もこれまでにならい，各審査員のもち点の
合計は 5点，1演題に対して最高 2点までつけられる
ことにしました．ここでも，同じ研究室の研究者，共
同研究者など公平な審査が期待できない候補者は審査
対象から除外しました．若手招待講演は，シンポジウ
ムや口頭発表と違って研究内容が異なる発表が集めら
れているにもかかわらず，若手招待講演者の方々の研
究内容のすばらしさや，奨励賞への関心の高さもあ
り，今回もまた，会場には多くの聴衆が集まりまし
た．年会のすべての発表が英語で行われることになら
い，この招待講演も英語での発表になりました．どの
発表もしっかり準備がされ 10分という短い時間に要
領よく話がまとめられていました．また，質疑応答も
活発におこなわれました．審査員全員の点数を集計
し，得点の高い方から 5名を奨励賞受賞者としまし
た．今回の審査はもちろん，厳正で公平におこなわれ
たと思いますが，審査員の意見交換で次回への課題と
して，「過去の受賞者の研究分野，研究室などをきち

生物物理 50（1），042-043（2010）

日本生物物理学会第47回年会報告

生物物理若手奨励賞
―第5回選考過程報告―
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原田慶恵（はらだ　よしえ）
京都大学物質－細胞統合システム拠点教授
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んと考慮し審査を行う」「大きな研究室の所属でない
人が不利にならないよう注意する」などの意見が出さ
れました．これまでの審査員経験者などからご意見を
伺い，次回までに審査方法などについて見直しを行い
たいと思います．
若手奨励賞の発表と授与式は 10月 31日の懇親会の
際行われました．今回も 1人ずつ名前がよばれるたび
に大きな拍手，喝采と祝福の声が繰り返され非常に感
動的でした．受賞者からの一言で，何回もチャレンジ
してやっと今回奨励賞を受賞することができたという
言葉が印象に残りました．今回惜しくも選ばれなかっ
た方もぜひまた応募してほしいと思います．また，次
回も今年以上にすばらしい候補者が出てくることを期
待しています．最後にお忙しい中，審査をしていただ
いた審査員の方々に感謝するとともに，招待講演者に
選ばれた方，さらに若手奨励賞に選ばれた方に，受賞
のお祝いと，今後の皆さんの日本生物物理学会への寄
与をお願いして，本報告の結びとさせていただきま
す．

招待講演者および若手奨励賞受賞者（*印）
市橋伯一（阪大院）
「再帰的な遺伝情報の自己複製システムが実現する
条件を知る」

鎌形清人（東北大）
「キャピラリー内トラップによる一分子の長時間観
察：蛋白質の折り畳みへの応用」

*柴田幹大（金沢大）
「高速原子間力顕微鏡（AFM）を用いたバクテリ
オロドプシンの光励起に伴う動態観察」

*遠山祐典（デューク大）
「細胞死の新しい役割：胚発生におけるアポトーシ
ス（プログラム細胞死）の力学的寄与」

*西山雅祥（京大院，JST）
「バクテリアべん毛モーターの熱力学的コントロー
ル」

日比野佳代（理研）
「情報伝達タンパク質 Ras，RAF間の分子認識と細
胞内信号伝達制御」

古川亜矢子（横浜市大）
「DNAとの相互作用及び酵素反応のリアルタイム

モニタリング」
*古川良明（理研）
「ポリグルタミン病の新たな分子病理メカニズム―
タンパク質線維の構造伝播による発症制御の可能
性」

*前田将司（阪大）
「ヒト由来コネキシン 26ギャップ結合チャネルの

X線結晶構造」
山口繁生（奈良先端大院）
「Photoactive Yellow Proteinの低障壁水素結合」

第 1次審査員 10名
石森浩一郎，伊藤悦朗，今田勝巳，神取秀樹，金城
政孝，曽我部正博，船津高志，美宅成樹，光岡薫，
山縣ゆり子（とりまとめ　原田慶恵）

第 2次審査員 10名
片岡幹雄，木寺詔紀，金城政孝，佐甲靖志，七田芳
則，諏訪牧子，曽我部正博，難波啓一，原田慶恵，
山縣ゆり子

日本生物物理学会若手賞のホームページ
http://www.biophys.jp/ann/ann4.html

曽我部会長と若手奨励賞受賞者のみなさん
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2007年から 2008年にかけ約 1年半「世界の生物物
理学」を連載した 1)．ABA（Asian Biophysics Association）
のスタートを期に ABA傘下のアジアの国々の生物物
理学会を紹介するのが主旨であった．今回は目をアジ
アの外に向け世界の生物物理の現状を 3回にわたって
紹介したい．初回は私が最近（2009年 9月 -10月）
訪れた発展途上国を中心に，2回目は先進的地域（欧
米）に焦点をあて，そして 3回目は 2011年北京で開
催される第 17回国際純粋・応用生物物理学連合
（IUPAB）大会に向けて大会の全体像をお伝えしたい．

20日間の行程でイスラム圏の雄トルコ，東欧の真
珠クロアチア，BRICsの一角ブラジルを訪れた（順不
同）．いずれもベルリンの壁崩壊以後の困難な政治情
勢を乗り越え，地域主体の国際的会議を開催できるほ
どに安定期を迎えている国々である．

第 2 回国際生物物理学／バイオテクノロジー 
大会（2009 年 10 月 5 日 -9 日，トルコ）

チグリス川の上流はトルコ領であるとどのくらいの
日本人が知っているだろうか．そのチグリスの川辺に
クルド語地帯の中心都市ディヤルバクルがある．万里
の長城に次ぐ 6 kmの城壁に囲まれた落ち着いた古都
である．ローマ時代のコロセウムが今でも残り巨大さ
を誇っている．その市の北方の乾いた原野に広大さを
誇る Dicle大学が新設されつつある．ちなみに Dicle
とはトルコ語でチグリス川を指す．その Dicle大とト
ルコ生物物理学会の協催で今回の国際的学会が開かれ
たのだが，18年前に第 1回が開かれたというからや
はりトルコの時間の流れはチグリス川の如くゆっくり
している．
海外 10ヵ国近くから講演者が招待され（英国（4），
米国（3），スペイン，ルーマニアなど），28の招待講

演，50の口頭発表，120余のポスター発表が行われ
た．トピックスは構造生物学，タンパク質フォール
ディング，生体電磁気学，電気生理学，放射線物理と
多岐にわたっていた．私は IUPAB会長として招かれ
初日の開会講演を行った．総じてトルコのレベルは日
本の 40年前の生物物理学会を彷彿とさせる．すなわ
ちきわめて大きなテーマたとえば脳の情報処理の探求
に脳波 1本で挑むというような，かつて乗り越えられ
たパラダイムをいまだ踏襲している．欧米からの招待
講演とトルコからの口頭発表にはしたがって大きな
ギャップが感じられた．しかし若手の参加は大きな割
合を占め，彼らはそのレベル差をしっかり受け止めて
いたように見える．何人かの若者につかまり，日本へ
の留学の可能性を強く迫られた．何とか受入のシステ
ムを作れればと思うのだがイスタンブール大のような
トップクラスのトルコの大学が日本に顔を向けている
とは思われない．ドイツをはじめとする西欧への移
民，出稼ぎ数から考え，また EUの一角を切望する信
条から考え，トルコの生物物理のけん引役はやはり欧
州生物物理学連合（EBSA）に任すべきだろう．
いずれにせよクルド語地帯にも生物物理学に向かう
多数の若者がいることを知り胸が熱くなった．

第 7 回イベロアメリカ生物物理学大会 2009 
（2009年10月30日-11月3日，リオデジャネイロ）

1990年代以降の地勢学的動きにイベロアメリカと
いう地域統合がある．スペイン，ポルトガルという旧
宗主国と中南米の結束であり当然北米は排除されてい
る．そのイベロアメリカの牽引役が経済成長著しいブ
ラジルである．米国と一線を画そうとする中南米の心
意気を感じさせる地域国際会議であった（主催はブラ
ジル生物物理学会，アルゼンチン生物物理学会，ラテ
ンアメリカ生物物理学連合）．

生物物理 50（1），044-045（2010）

途上国の生物物理
永山國昭

自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター（第16期IUPAB会長）

World-wide Biophysics Now II. (1) Biophysics in the Developing Countries
Kuniaki NAGAYAMA
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences

シリーズ：世界の生物物理学 II①
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途上国の生物物理

永山國昭（ながやま　くにあき）
自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター兼生理学研
究所教授
理学博士．1973年東京大学大学院理学系研究科満期退学，74年
理学博士．同助教，日本電子（株）生体計測学研究室長，科学技
術振興事業団プロジェクト総括責任者，東京大学教養学部教授，
生理学研究所教授を経て，2001年より現職．
研究内容：イメージングサイエンス，電子線顕微鏡学，生命の熱
力学的基礎論
連絡先：〒 444-8787 愛知県岡崎市明大寺町東山 5-1
E-mail: nagayama@nips.ac.jp
URL: http://www.nips.ac.jp/dsm/

この会議には 4日間の生物物理夏の学校が接続して
おり，参加者の 8割以上が PhD院生を含む若手であっ
た．招待講演 64，ポスター 320，総参加者は 400を超
えていた．私が初日の開会講演を行ったがイベロアメ
リカ以外から私以外 10人以上が招かれていた．しか
もその多くが夏の学校の講師となるという高効率の運
営であった．こうしたすぐれた組織体制は今回の大会
委員長Marcelo Morales（リオデジャネイロ連邦大学，
生物物理研究所）の指導性のゆえと思われる．
口頭発表は粒揃いであり，イベロアメリカからの発
表も質の高いものであった．基調講演 8，セッション
は以下の 12であった．Symposium I - Ion Channels and 
Transporters, Symposium II - Membrane Biophysics, Sympo-
sium III - Computational and Systems Biology, Symposium 
IV - Excitation-Contraction Coupling, Symposium V - Single 
Molecule and Nanoscale Biophysics, Symposium VI - Lipid-
Protein Interactions, Symposium VII - Protein Biophysics, 
Symposium VIII - Molecular Bioenergetics and Dynamics, 
Symposium IX - Macromolecular Assemblies, Symposium X - 
Epithelial Transport and Pumps, Symposium XI - Structural 
Proteomics, Folding and Drug Design, Symposium XII - Syn-
aptic Transmission
南米から北米への頭脳流出を食い止めたいと大会委
員長Moralesが私に熱く語っていたのが印象に残る．

第 10 回生物物理学国際夏の学校 
（2009 年 9 月 19 日 -10 月 1 日，クロアチア）

東欧はなぜか生物物理がさかんで IUPAB加盟国は
10ヵ国を数える．30年近い歴史をもつこの夏の学校
が東欧生物物理学隆盛の下支えをしたのだろうか．き
わめて優秀な指導者 Ruder Boskovic研究所（ザグレブ）
の名誉教授 Greta Pifatの努力の賜物であろう．
私を含む 25人の講師はそれぞれ 3日間の講義を受
けもち，導入部から最新の研究紹介までを行った．す
べてシニアの私が聞いてもワクワクする聴きごたえの
ある分厚い講義であり，厳選された 100名の若手が熱
心にノートを取り，質問していた．1981年からほぼ
3年ごとに開かれており 10回目の今回は超分子の構
造と機能に焦点をあて以下の内容に沿った講義が連日
朝 8：30から夜 7：30まで続いた．1) !e structure and 

dynamics (Structure of proteins and their multidomain orga-
nization, Nucleic acids: from DNA structure to human ge-
nome, Supramolecular assemblies, Soft matter, Signal trans-
duction, Dynamics of biosystems at di"erent time-scales); 2) 
Major techniques in biophysics (diffraction and scattering 
techniques, magnetic resonance spectroscopies, fluorescence 
spectroscopy, mass spectrometry, microscopic techniques, sin-
gle molecule spectroscopy, computational techniques in bio-
physics, infrared spectroscopy), 3) Bioinformatics (genomics 
and proteomics, macromolecular modelling) and 4) Biocom-
plexity in evolution.
アドリア海の避暑地ロビニでの短い滞在だったが，
クロアチアの海洋自然美を味わうことができた．若者
はとても日本に関心が強く憧れもあり，講演のみなら
ず私の日本の話を夜遅くまで聞いてくれた．

まとめ

クロアチアの夏の学校とブラジルのワークショップ
は IUPABから援助（クロアチア：9,000ドル，ブラジ
ル：11,000ドル）されており，今回の私への招待もそ
うした IUPABとの連携の一環であった．IUPABは
2009年度この他にインド（9000ドル），ルーマニア
（6000ドル），ブルガリア（5000ドル）を支援してい
る．これらもすぐれた若手教育として成功したと聞い
ており，途上国における生物物理学の未来に明るさを
見出した今回の講演旅行であった．

文　献
 1) 永山國昭 (2007) 生物物理 47, 66-67～ (2008) 生物物理 48, 

144-145.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophys/48/2/48_2_144/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophys/48/2/48_2_144/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/biophys/47/1/47_1_066/_article/-char/ja/
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支 部 だ より
中部支部からのたより

（セントレア）へは高速船で渡れるので，空の旅にも
便利です．
ところで，「男女共同参画・女性研究者支援」につ
いては，当学会でも重要なテーマとして早くから取り
組まれてきましたが，現在，三重大学では，女性研究
者支援室が設置され，平成 20年度から科学技術振興
調整費による女性研究者支援モデル育成事業「パール
の輝きで，理系女性が三重を元気に」が行われていま
す．県内 7つの研究機関（上記のほか，鈴鹿医療科学
大学，鳥羽商船高専，（独）農業・食品産業技術総合
研究機構・野菜茶業研究所，（独）水産総合研究セン
ター・養殖研究所）の連携を通じて，地域における理
系女性研究者・大学院生が活躍できるネットワークづ
くりがめざされています．

三重発・研究紹介
中部地区では，人工脂質膜やベシクル（リポソー
ム）に関連する研究が，以前からさかんです．そこで
今回は，近年広く利用されるようになってきている巨
大リポソーム（giant unilamellar vesicle; GUV）に関する
研究について，丹波之宏先生と筆者から，それぞれ紹
介させていただきます．

単一 GUV法
静岡大学の山崎昌一教授研究室（丹波の出身研究
室）と共同で抗菌性ペプチドなどが脂質膜に誘起する
孔（ポア）の動的構造やその形成過程の研究を行って
います．
このような研究には，直径数百 nm程度の脂質膜リ
ポソーム（large unilamellar vesicle; LUV）の懸濁液を用い

三重からのたより
中部支部会は，中部地区（愛知・三重・岐阜・静
岡・長野・福井・石川・富山の 8県と，その周辺）の
会員によって，平成 15年 4月に組織されました．以
来，年 1回のペースで年度末に講演会・発表会が催さ
れています．とくに名古屋・岡崎を有する愛知県は，
生物物理学のメッカでもあり，毎回盛会になっていま
す．一方，愛知以外の県からの参加者が，やや少ない
かなとも感じられます（支部が広域なためもあります
が）．そんな折，中部地区編集地区委員の瀧口金吾先
生から，“愛知圏外”からの情報発信のお誘いがあり，
三重大学所属の筆者が書かせていただくことになりま
した．

三重の研究機関
現在，三重県の会員数は，13名だそうです．多く
は，大学・研究所に所属されています．若手の方々で
は，単一 GUV法による膜相互作用因子の挙動解析を
なさっている丹波之宏先生（鈴鹿高専），単一 DNA
高分子の折りたたみ転移の物理化学をされている牧田
直子先生（四日市大学），神経細胞における軸索輸送
機構の解明に取り組まれている内田敦子先生（三重大
学）がおられ，精力的に研究されています．
中でも三重大学（津市）は，地域を代表する総合大
学であり，古くは官立の三重農林高等学校を前身の
1つにしています（図 1）．所属する会員は数も多く，
伊勢湾と鈴鹿山脈とに挟まれた風光明媚なキャンパス
で，医学，生物資源学，工学各系の教員・研究者とし
て活動しています．三重大学にきてまず思ったこと
は，「意外に交通の便がよい」ということです．伊勢
神宮のおかげかもしれませんが，地方でありながら鉄
道が栄えており，名古屋，京都，大阪へ出るのが，比
較的苦ではありません．伊勢湾対岸の中部国際空港

図 1  
往時をしのばせる三重大学三翠会館
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るのが一般的で，たとえば蛍光プローブを内包した
LUVの懸濁液へ抗菌性ペプチドを加えることで観測さ
れる蛍光プローブの漏れ（LUV内部から外部への蛍光
プローブの拡散）の測定などが行われています．しか
しこの測定で得られた漏れの量は，多数の“1個の
LUVからの漏れ”の総和である（集団平均の測定）た
めに 1個の LUVからの漏れやその際の脂質膜の構造と
いった素過程の情報を得ることはできません．一方で
直径 10 m以上の巨大なリポソーム（GUV）はその形
状や脂質膜の状態などを光学顕微鏡にて直接観測する
ことが可能であり，1個のリポソームに関する情報を
豊富に得ることができるという大きな利点があります．
私たちは，外来物質と脂質膜の相互作用による

GUV1個の構造や物理量の変化を多くの“1個の
GUV”に対して測定し，それらの物理量を統計的に
解析することで生体膜の構造・機能・ダイナミクスを
新しい視点から研究する方法（単一 GUV法）を提案
しています．単一 GUV法を用いることで，抗菌性ペ
プチド‐マガイニン 2が誘起する 1個のリポソームか
らの蛍光プローブの漏れの可視化やマガイニン 2のポ
ア形成の速度定数といった，従来は得ることができな
かった脂質膜と外来物質の相互作用の素過程の情報を
得ることに成功しつつあります．また何よりも GUV

を用いたこのような研究は，脂質膜やリポソームの挙
動を実際に目で見ることができるために測定の行為そ
のものが非常に面白い研究でもあります．（丹波之宏）

GUV調製法と人工細胞モデル
筆者は分子生物工学研究室（冨田昌弘教授）に所属
し，おもに巨大リポソーム（GUV）の形成プロセス
とプロテオリポソーム化について，研究しています．
細胞サイズに匹敵する GUVは，個々に光学顕微鏡観
察が可能なため，膜の特性や相互作用の解析に広く活
用されてきました．また，化学反応系の封入など，人
工細胞モデルを指向した研究にも用いられています．
一般的に，脂質薄膜の静置水和による GUV形成に
おいて，塩を含む溶液では効率は悪くなります．生体
膜主要成分のホスファチジルコリン（PC）からなる
場合は，両性イオンのため，その傾向が著しくなりま
す．まるく膨潤した PCの GUVを効率的に得るには，
水和時にラメラ間において斥力がはたらく必要があ
り，これまでにいくつかの改良法が報告されていま
す．筆者は，DOPCと糖を共溶解した有機溶媒溶液
から薄膜を作製すると，ラメラ間隙にサンドイッチさ
れた糖が水和時に水の浸透を促進するため，ラメラ間
が分離しやすくって GUV形成効率が格段に高まるこ
とを見いだしました．単純・廉価な方法ですが，重宝
しています．
また，人工細胞モデル構築の一環として，おもにシ
グナル伝達系にかかわる膜タンパク質群をGUV膜へ再
構成する研究も行っています．これは，三重大学の吉
村哲郎招聘教授が開発した“組換えプロテオリポソー
ム”作製技術を利用しています．形質膜の膜タンパク
質の cDNAを組み込んだバキュロウイルスを昆虫培養
細胞に感染させて，その上清から出芽ウイルス（BV）
を回収すると，ウイルス粒子のエンベロープに組換え
膜タンパク質が搭載されることが知られています．こ
の BVと酸性脂質を含ませたリポソームを弱酸性下で
混合すると，膜融合が起き，プロテオリポソームが得
られます．すでに，いくつかの膜タンパク質に対する
有効性を確認し，報告しました（図 2）．この手法をつ
かい，シグナル伝達経路を構成する因子たちをGUVに
積み込んでいくことで，外部情報に応答可能なプロテ
オGUVが作製できると期待されます．（湊元幹太）
なお，紙面の都合で他の会員の方々の研究をご紹介
できませんでした．ご寛容ください．

三重大学大学院工学研究科　湊元幹太 
tsumoto@chem.mie-u.ac.jp

図 2  
バキュロウイルスによるプロテオ GUV調製．右下写真は，
GPCRである甲状腺刺激ホルモン受容体（TSHR）再構成 GUV
を蛍光抗体染色したもの．スケールバーは 10 m．
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若 手 の 声
「大沢統計力学入門」ベータ版公開と 

関西 3支部合同セミナーの報告

それでは皆さま，大沢先生による統計物理学の世界
をわれわれと一緒に体験しましょう．

大沢先生からの手紙
このテキストは，生物物理若手夏の学校での私の講
義のビデオテープをもとに若手の有志の人が書きおこ
したものです．たいへんな労力，（体力，知力）と時
間を費やしたと思います．ここまで仕上げられたこと
に深く感謝します．多くの方がよんで，楽しんで手を
動かして，ときどき「手作り統計力学」に感心してほ
しいです．そうなれば私としては非常にうれしいで
す．ところどころまちがいや考え足らないところがあ
るでしょうから直したり，補足したりしてください．

大沢文夫

編集部からのお願い
生物物理学会の会員でしたら，ご自由にダウンロー
ドしていただけます．また，講義中に用いられたシ
ミュレーションを Flashおよび Javaに刷新したものも
利用することができます．

http://bpwakate.net/Oosawa/
ユーザー ID：bpwakate（半角）
パスワード：oosawastatistics（半角）
ぜひ，多くの方に読んでいただき，講義や勉強会な
どでも活用して，大沢先生の講義を体験していただき
たいと思います．そしてできれば，皆さまより編集の
不十分な点をご指摘ご訂正いただき，近い将来に「第
1版」を出せればと願っております．
本テキストの著作権は大沢文夫先生，および生物物
理若手の会とその編集有志一同にあります．ファイル
のダウンロードや印刷，さらには講義や勉強会などで
の利用は自由です．ただし，無断での改変，販売，
ネット上での再配布などは禁じます．
最後になりますが，サーバー上での公開について
は，柳澤実穂前会長，高見道人さんにたいへんお世話
になりましたので，ここで感謝申し上げます．

編集委員（五十音順） 
有賀隆行，五十嵐康伸，稲葉岳彦，岡崎圭一， 
近藤晶子，冨樫祐一，田村美恵子，鳥谷部祥一， 

根岸瑠美，畠山剛臣 
 編集責任者・連絡先 

井上雅世，大瀧昌子，大沼　清，豊田太郎，正木紀隆 
oosawastat@gmail.com

編集部による序
「大沢統計力学入門」は，1996年 7月 21-24日に東
京の八王子の財団法人大学セミナーハウスで開催され
た日本生物物理学会若手の会主催の「夏の学校」にお
ける分科会 7（小嶋誠司さん（現名大），大沼清さん
（現東大）によるオーガナイズ）で大沢文夫先生がな
さった「統計力学入門」の講義ビデオをもとに，日本
生物物理若手の会の有志が読み物としての体裁を整え
たものです．大沢先生は日本の生物物理学の父ともい
うべき方です．
生物を研究されている方の中には，物理はちょっと…
と思われる方も多いかと思われますが，心配ありませ
ん．話は，サイコロを振りチップをやり取りするとい
う簡単なゲームを通じて統計力学の基本的な原理を体
験することからはじまります．その後，世の中はなぜ
少数の金もちと大勢の貧乏人で構成されるのか？など
の身近な話題を通して，少しずつ統計力学の世界に
入っていき，最新の生物物理の話題にも言及していき
ます．
編集するにあたり，読み物として単独で読んで面白
くてわかりやすいことを心がけましたが，大沢先生特
有の軽快な口調（一部の人は大沢節とよぶ）を崩さず
講義の臨場感が伝わるよう，手直しは最小限にとどめ
ました．読者層は，生物物理に興味をもつ生物や物理
の大学院生を想定し，どちらか一方しか学んでこな
かった学生にもわかりやすいように注や解説を加えま
した．わかりにくいと思われる部分は，われわれ編集
者の未熟によるものですので，あらかじめご了承くだ
さい．
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関西 3支部合同セミナー報告：Cross the border

10月より兵庫支部長を務めさせていただくことに
なりました，神戸大学の三浦雅央と申します．兵庫支
部，そして若手の会全体をより一層活気あるものにす
るために頑張って参りますので，よろしくお願いいた
します．
突然ですが，生物物理若手の会の魅力とは何である
かと考えたとき，私は真っ先に「多種多様な人たちと
の出会い」を思い浮かべます．若手の会は，毎年夏に
開かれる夏の学校に加えて，支部単位のセミナーを年
に数回開き，専門分野や立場の異なるさまざまな若手
研究者と積極的に交流を行ってきました．ここで得ら
れる刺激は，研究室に閉じこもっているだけでは得ら
れない，とても貴重なものだと思います．しかし，
バックグラウンドが異なるからこそ，互いの研究を理
解することが難しいという問題も当然あります．私た
ちは，こういった違いを乗り越え，学びあえるための
手助けとなることを期待して，9月 6日に京都・大
阪・兵庫の 3支部合同セミナーを行いましたのでご報
告致します．
今回のセミナーでは，テーマを「Cross the border
～理論と実験の統合的研究に向けて～」とし，理論と
実験という異なるアプローチを用いた研究者同士が，
また理論家同士，実験家同士であっても，手法や分野
の異なる者同士が，互いの研究をより深く理解するこ
とをめざしました．具体的には，理論と実験の両分野
より計 5名の若手による研究発表を行い，その後ゲス
トスピーカーとして兵庫県立大学の久保稔先生にご講
演いただきました．久保先生は，生体高分子の計算機
シミュレーションで学位を取られた後，現在は分光学
実験の分野に進まれています．理論と実験の両面から
生体高分子の機能解明を試みられている久保先生のお
話は，互いの分野を理解しようとする理論と実験双方
の若手にとって，非常に有意義なものでした．さら
に，前半の若手による発表では，発表者がなるべく簡
単に自分の研究を紹介するように工夫しただけでな
く，専門用語や実験手法などについての詳しい解説
を，従来の要旨に加えて予め準備してもらい配布しま
した．こうした工夫の甲斐もあり，セミナー終了後の
アンケートでは，多くの参加者から他分野の研究の話
も理解することができたとお答えいただきました．
また，現在若手の会では夏の学校においても取り上
げた「ポスドク問題」に対し，非常に関心が高まって
います．そこで久保先生には，研究の話だけではな
く，ご自身の経歴やアメリカでの 2年間の留学の話な
ども交えてお話いただきました．学部生・院生・ポス

ドクからなるセミナー参加者にとって，学生時代から
現在にいたるまでに，久保先生がどのように考え，
キャリアを歩まれてきたのかを直接お聞きできたこと
は，われわれ若手が今後のキャリアを考える上での非
常によいお手本となりました．

今後の支部セミナー
Vol. 49 No. 5の若手の声では，ポスドク問題への若
手の意識向上のために，大規模なアンケートを実施す
る予定であると書かせていただきました．しかし，夏
の学校で行った調査アンケートでは，ポスドク問題に
対する「意識の度合い」を測ることはできたものの，
意識を向上させるという目的には疑問を残す結果とな
りました．そのため，今回のセミナーのように，キャ
リアパスを考える上でのモデルとなるような方々を講
師としてお招きし，直接お話いただく機会を増やすこ
とは，ポスドク問題に対する意識向上につながる新た
なアプローチになると期待されます．
異分野交流の促進をめざし，さらにはポスドク問題
に絡めてキャリアについての話題も織り交ぜてみると
いう今回のセミナーでしたが，終わってみればどちら
も参加者より高評価をいただくという結果となりまし
た．関西 3支部では，今後もこういった 1歩進んだ交
流セミナーを開催していく予定です．セミナーという
支部活動を通して，「多種多様な人たちとの出会い」
を作りあげていければと考えております．最新情報は
若手の会 HP（http://bpwakate.net/）にて確認できます．
皆さまのご参加を心よりお待ちしております．

神戸大学大学院理学研究科化学専攻 
鍔木研究室 博士前期課程 2年　三浦雅央 

miura3@stu.kobe-u.ac.jp

セミナー集合写真．総勢 30名以上という多くの方々にご参
加いただきました．この後行われた懇親会には久保先生（最
前列左から 3番目）も参加してくださいました．
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海 外 だ より
from Harvard University, Boston

ンドの人たちと日々意見を交え，自分のこれからの研
究の方向性を決めていきたいと思ったので，研究室内
に多少分野が異なるサブグループをもつところを希望
しました．

Sunney Labと研究環境
Sunney研究室はポスドク，学生合わせて 20人強，

10ヵ国以上の出身者からなる多国籍グループです．
プロジェクト別に 3つのサブグループがあり，それ 
ぞれ，イメージング法開発，細胞内遺伝子発現メカ
ニズム，in vitro Single Molecule Enzymologyの研究を
行っています．私は，これまでの研究（in vitroでの
モータータンパク質の研究）と対象を変えて違う経験
をしてみたいと思い，同時に，手法開発よりも生物と
いう対象に興味があり細胞を扱ってみたかったので，
細胞内遺伝子発現メカニズムサブグループに入るこ
とを希望しました．ここでは 1つの大きな目的に向
かって数人で協力して研究を進める体制がおもにとら
れています．研究室内では，必ずメンバーが議論して
いる姿が目に入ります．まずやってみる，という姿勢
よりむしろ，思いついたアイディアについて深く考
え，実験の意義，難易度，スピードなどを総合的に判
断してから取り掛かるという印象を強く受けます．週
1回のグループミーティングでは異なるサブグループ
のメンバーからも質問が飛び交います．発表者は異な
るバックグラウンドをもつ仲間にも理解してもらうよ
うに説明するため，プロジェクト全体，そして 1つ
1つの実験の意義を明確に伝えるようにしています．
情報交換は研究室内に限らず，「その話は○○研の
△△が詳しいから聞きにいこう」とすぐに会いに行き
ます．さらに，論文を読んで使ってみたい DNAなど
があると面識のない方にでもすぐにメールでリクエス
トすることが多く，連絡，情報交換はさかんです．そ

こんにちは．ボストンからの便りです．私は現在，
Prof. X. Sunney Xie（Chemistry and Chemical Biology, Har-
vard University）の研究室に所属しています．豊島陽子
研究室（東京大学），木下一彦研究室（早稲田大学）
にて生物分子モーターの研究を続け，その後，2009
年 2月にこちらに移りました．

海外移籍への道
移籍の動機の 1つは中学生時代へと遡ります．3年
生のとき，ハワイ出身の Native Speakerが Assistant 
English Teacherとして英語の授業に定期的にくるよう
になりました．彼女とコミュニケーションを重ねる中
で，感性や考える道筋の違いなど文化の違いを感じ，
いつか海外に行ってみたいと強く思うようになりまし
た．研究の世界に入った後，学会などで海外へ行くこ
とが増えると，今度は“住んでみないとわからないこ
とがある”と感じるようになりました．サイエンスの
世界では，日本と西欧では研究への取り組み方が異な
る，とよく耳にします．自然科学を対象にするという
意味では同じなのにどこが違うのだろうか．逆に共通
点は何だろうか．異なる文化や環境に身をおいてこれ
らを浮き彫りにし，サイエンスとは何かを実感したい
と思い（少々大袈裟ではありますが），海外移籍を決
めました．
移籍先を探すにあたり，海外で行われた学会に参加
したときは，関心がある研究室のボスと積極的に話し
ました．また事前に連絡を取っていくつかの研究室を
直接訪問し，希望したい研究室の候補を絞りました．
Sunneyとは学会で話す機会があり，研究室訪問もさ
せていただきましたが，いざ受け入れのお願いの連絡
の際にはぜひ返信がほしかったので，研究室訪問時に
一緒に撮らせていただいた写真をメールに添付しまし
た（効果は未確認ですが）．私は多様なバックグラウ

図 1  
Group meeting in Xie Lab．Sunney（中央），筆者（後方黒い服）



海 外 だ よ り

!"#

して，すぐに行動するということが徹底されている気
がします．
大学院生の研究室選びにはローテーション制が行わ
れており，2，3の研究室に 1，2ヵ月所属して実験な
どを行った後，指導教官と研究テーマを相談しながら
研究室を決めています．Sunney研究室には毎年 1，
2名の大学院生が入ってきていますが，5，6年後の学
位取得をはじめから強く意識しているせいか，皆モチ
ベーションが高く，目的意識がしっかりしています．
研究を素早く進めるための環境も充実しています．
試薬などの注文はインターネットや電話で行い，日本
での伝票に相当するものは学内 webシステムを通し
て研究室の Administratorが管理しています．“ストッ
クルーム”とよばれる部屋に行くと，よく使うガラス
器具やプラスチック器具，簡単な試薬はその場で手に
入ります．専攻の専任技術スタッフに「窒素ガスの供
給弁を顕微鏡の横に設置したいのだけど．」と相談す
ると「明朝にやっておくよ．」といった具合です．
学内セミナーは毎日のように行われています．学
生，専攻，有志のグループなどがそれぞれ主催してお
り，“名前はよく知っているけれど．”という世界を
リードする研究者の話を直接聞ける機会が多々ありま
す．当初は新鮮でいろいろ聞きに行きましたが，その
後はテーマを絞って聞きに行くようにしています．

エンジョイライフと交流
今年は 2人の学位取得者をお祝いするため，Sunney
宅でバーベキューパーティが開かれました．Sunney
がせっせと肉や魚を焼いてくれている間に，芝生の庭
でバレーボールをするなど研究室仲間とその家族で楽
しいひとときを過ごしました．クリスマスには Sun-
neyが研究室メンバーとその家族を Boston Symphony 
Hallに招待してくださり，スーツ &ネクタイ姿でオ
ペラを楽しみました．ふだんはサブグループミーティ
ングが突然行われるなどたいへんなこともあります
が，一方で楽しむときは楽しもう，という雰囲気で
す．専攻でも月に 1度（夏は毎週），TGIF（!ank God 
it’s Friday）が開かれ二，三十人でお酒や軽い食事を楽
しみながら，研究室間の交流がさかんに行われていま
す．つけ加えますと，10月にボストンで開催された，
JSPSサンフランシスコ研究連絡センター主催の海外
派遣者懇親会に参加しました．海外での研究という同
じ境遇にいる人たちが集まり，環境経済，歯を研究さ
れている方，近くに住んでいる方，また，日本生物物

理学会に所属する方々ともお話することができまし
た．海外生活の苦労から研究面に至るまで話が膨ら
み，今後の交流のよいきっかけになりました．

Trick or Treat?

私は妻，息子とともにこちらにきています．ボスト
ン空港に到着したとき，日本で幼稚園に通いはじめて
いた息子が，非日本語で会話する人たちを見て，ポカ
ンとしていました．代弁するならば「意味不明の言葉
（音？）でコミュニケーションしてる！？」でしょう
か．ビザの取得から海外への引越しとそれなりにたい
へんでしたが，いちばんの課題は現地生活への順応
だった気がします．文化，習慣，環境の違いに 2，
3ヵ月は家族全体が落ち着きませんでした．その頃，
ふと渡米前に「海外生活順応の秘訣は？」と日本の研
究室で一緒だったインド人ポスドクに聞いたときに，
彼が「Tolerance」と答えたのを思い出しました．とき
がたち，急いでいるときにバスを左側（進行方向と
逆）の歩道で待っていて乗り過ごしてしまったときの
ことも笑えるようになっていきました．最近の息子は
というと，ハロウィンのときに“パワーレンジャー”
のコスチュームを着て近所の家の玄関で“Trick or 
Treat ?”と大きな声でよびかけていました．妻も先日
Harvard neighborsというサークルの日本文化紹介企画
で味噌造り実践の講師を務めたようです．生物は時間
とともに順応していくようです．
私の知りたかったこと，そしてめざす方向性も見え
つつあります．かな？

Chemistry and Chemical Biology, Harvard University， 
日本学術振興会　海外特別研究員　城口克之

図 2  
第 12回海外派遣者懇親会にて参加者の皆さんと
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