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メキシコで発生した新型インフルエンザは瞬く間に世界中に広がり，世界保健機関（WHO）による警報フェーズも最高の 6
に引き上げられるなど，世界的大流行を起こしている．本解説では，インフルエンザウイルスの増殖に中心的な役割を果たし
ている RNAポリメラーゼを新規薬剤ターゲットとして構造生物学の視点から紹介する．
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日本生物物理学会が発足して 50年という節目の年にあたり，

生命現象を物理の視点で理解しようとするこの学問分野の面白さ

をあらためて感じているこの頃です．生物学が，複雑さ・不思議

さ・神秘さがたくさんつまった生物を対象とする学問であること

から，これをすべて理解することは当初より想定に入っていな

かったのではないかと私には思われます．その意味で 50年前に

これを物理学の対象として取り扱う学会を立ち上げられた大澤先

生はじめ諸先輩の意気の高さを感じます．それは今も変わること

なく続いていると思います．

この 50年の間に，X線結晶構造解析，NMR分子構造解析，計

算機科学の進展，1分子計測法などの開発によりタンパク質分子

のふるまいが視覚的に詳細に理解できるようになってきました．

これらがもたらした生物学に対する知識の質の高さと膨大な情報

量はだれもが認めるところです．一方で新技術がもたらした視覚

に訴える情報が過度に重視されてはいないかという疑問もありま

す．熱力学は，Gibbsが 1902年に世に出してから，複雑系を議論

する基礎となって今日にいたっています．精確な議論には統計力

学や物理化学的知識に基づいた慎重な取り扱いが必要ですが，視

覚化が難しい対象にも重要な知見をもたらします．

「わかりやすい／納得させやすい」結果をめざすのは当然のこ

とですが，わかりやすさばかりが偏重されれば，科学の底辺を支

える地味な基盤作り・人材養成がおろそかになりはしないか，ま

た分野的に排他的になりはしないか，健全な議論の場に支障をき

たすことはないか，など気になるところがあります．時流にのっ

た研究をしなければ予算の獲得の面でも，若手研究者が職を得る

上でも難しい面があるかもしれませんが，ものごとの重要性を

しっかり見据えた独自の研究を支える雰囲気も非常に大事なこと

と思います．

地味でも重要な研究を支援する気運が潜在的にあることは確か

です．新学術領域研究「水を主役とした ATPエネルギー変換」

が 2008年 11月に採択されたことは，目に見えにくい基礎重視の

姿勢が支持を受けた 1つの表れと思います．今年は 50周年でも

あり，現実の繁忙さから時折抜け出して，バランスのとれたこの

分野の発展に何が求められるのかをじっくり考えたいものです．

鈴木　誠，Makoto SUZUKI

東北大学大学院工学研究科
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1949年大阪大学理学部に「物理学や化学の手法を
用いて生命現象を解析することに主眼を置いた生物学
科」が赤堀四郎先生（有機化学）によって設立された．
専任教授として，原形質流動の神谷宣郎先生，シトク
ロムの奥貫一男先生，32Pを用いて網膜の燐酸の動き
を調べていた本城市次郎先生が赴任された．私は 3人
の先生の「日本では例のない，新しい生物学科を創
る」という意気込みに，大いに感化されてきた．

3年次の卒業研究では，本城研究室に所属した．与
えられた研究テーマは，「光刺激に伴う蛙眼球のビタ
ミン B1の消長」であった．眼の網膜の裏側には，色
素上皮層，それに接して脈絡膜がある．B1は脈絡膜
に遊離型で貯蔵され，網膜にはおもに燐酸エステル型
（コカルボキシラーゼ）で存在していることを確かめ
た．明順応したカエルでは，色素上皮の突起が網膜の
視細胞層の中に伸びるので，B1は脈絡膜から色素
上皮，さらに網膜に運ばれ，そこで燐酸化されると考
えた．この推察をいかに発展させるか，悩んでいた．
文献調査のためアメリカ文化センターに行き，たまた
ま Science（1951）の中に，G. Waldの!e Chemistry of 
Rod Visionという総説を見つけ，熟読し，ロドプシン
サイクル，特に光反応に興味をもった．
大学院にはいり（1952），テーマはかなり自由に決
められたので，定時制高校の教諭をしながら研究を続
けた．網膜のような複雑な組織よりは，細胞下レベル
で，すなわち視細胞（桿体）の外節（ロドプシンの存
在部位）で生理化学的に研究することにした．まず蔗
糖の比重差積層法を用いて，カエル網膜の懸濁液から
桿体外節を分離した．それをリンゲル液に浮遊させる
と，その形が瞬時に変形し，やがて壊れた．そこで，
外節を正常な形（約 60 m  8.5 mの円柱形）に長時
間保つ溶液の開発を手掛け，5%ポリビニールピロリ
ドン・リンゲル液がよいこと（動物学雑誌，1955），
さらに外節分離法として蔗糖の代わりにエリスロデキ
ストリンを用いた積層法（動雑，1957）を開発した．
これらを用いて外節浮遊液を調製し，その燐酸化や呼
吸を調べたが，見るべき結果は得られなかった．
この少し前に，学科共通の備品として待望の手動の

日立分光光度計が研究室に設置された（1955）．そこ
でこの機器を使って，外節浮遊液でロドプシンの再生
実験を行った．この頃修士課程の鬼頭勇次くん（後に
阪大助教授）と 2人で実験することになった．眼の中
では，ロドプシンに光があたるとそれは分解し，暗黒
中では再生するといわれている．しかし外節浮遊液で
ロドプシンの再生を吸収スペクトル的に確認すること
はできなかった．Milsky（1936）はロドプシンの光退
色はそのタンパク質部分の変性によると述べていたの
で，外節内のロドプシンが光によって熱変性したため
に，再生しないのではないかと考えて，外節を低温で
照射することにした．面白いことに，外節浮遊液をド
ライアイス・アセトン温度（78C）でいくら長く照
射しても，ロドプシンの赤い色は変色しなかったが，
これを暗黒中で室温にして吸収を測定すると，ロドプ
シンは約半量だけしか退色しなかった（ロドプシン残
存量：約 50%）．しかしこの結果は，すでにWaldがウ
シロドプシン抽出液で観察していたので（1950, 51），
これ以降，われわれもウシロドプシン抽出液，すなわ
ち分子レベルで実験することにした．

Waldは 78Cでロドプシンを長時間照射すれば，
それはすべて第一光産物ルミロドプシン（ルミ）にな
り，温めると橙色中間体メタロドプシン（メタ）を経
て，再生ロドプシンとレチネン（レチナールのこと）
＋オプシンに分解すると述べていた．われわれは試料
に再生阻害剤を加えて実験し，再生ロドプシンはレチ
ネンとオプシンから再生したのではないことを確か
め，恐らくルミの半量は昇温中に直接ロドプシンに暗
回復したと考えた．この回復過程を考えることによ
り，これ以後の実験結果も矛盾なく説明することがで
きた．ところが 78Cの閃光実験の結果だけは，う
まく説明できなかったので，ルミより前に中間体が存
在するのではないかと思うようになった．
たまたま，理学部の玄関で「近々液体窒素が使えま
す」という掲示を読み，高校の先輩の物理学教室の塘
賢二郎氏（後に阪府大教授）を訪ね，ご意見を伺った．
「液体空気（約 185C）ならいつでも使えるから実験
を始めたら」と励まされ，その取扱い方を教わり，
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デュワーもお借りして，こわごわ実験を始めた．
ウシロドプシンを 185C白色光照射すると，驚く
なかれその赤橙色が赤桃色に変色した．長時間照射後
室温で吸光度を測定すると，ロドプシンの残存量は
70%でルミの 50%と明らかに違っていた．これらの
知見は明らかにルミに先だつ新中間体の存在を示唆し
ており，この新中間体を追及することにより，視覚の
最初の反応を解明できるのではないかと考えた．本城
先生はこの結果に大層満足され，英文論文を書いて，
理学部の紀要に投稿するよういわれた．また助手にも
して頂いた（1956）．論文は 1958年に出版された．
さらに，ルミ（ドライアイス・アセトン照射ロドプ
シン，残存量：約 50%）を 185Cで光照射すると，
その残存量は約 60%となり，ルミの一部がロドプシ
ンに光回復した．この現象は中間体が光によってロド
プシンへ変化した最初の知見であると思い，短報を書
いて Natureに送った．レフリーからいろいろコメン
トをいただき，やっと掲載された（1958）．外国の視
物質の研究者だけでなく，植物学者や放射線生物学者
からも論文の請求がき，その反響の大きさに驚いた．
それは兎も角，レフリーのお陰でイカのロドプシン
とメタロドプシン（室温で安定）の間に光可逆反応が
あること（Hubbardら 1958），さらにこの考えをウシ
のルミやメタに適用し，それらはロドプシン，アイ
ソ，Labile Fractionからなる光平衡混合物であると見
なし，この Labile Fractionを改めてルミまたはメタロ
ドプシンと呼んでいることを知った．そこでわれわれ
も液体空気照射ロドプシンもロドプシン，アイソ，新
中間体からなる光平衡混合物であると考えた．
この頃石神正浩くん（後に阪府大教授）が卒業研究
のためにわれわれのグループに加わった．3人で新中
間体の実験をし，それが 140C以下で安定，それ以
上でルミに変化すること（BBA, 1961a），液体窒素温
度（195C）のロドプシンを青色光照射すると新中
間体が大量に生成し（約 50%），それを赤色光照射す
るとロドプシンと微量のアイソに変わり，ロドプシ
ン，アイソ，新中間体の間には完全な光平衡の存在す
ることを実験的に示した．さらに新中間体の色やロド
プシンが吸収しない赤色光に新中間体が光反応するこ
となどから，その吸収極大はロドプシンより長波長側
に存在すると推察した（BBA, 1961b）．これらの業績
により，鬼頭くんは博士の学位を，石神くんは修士の
学位を取得し（1960），私のもとを去っていった．
私は「低温で照射し，室温で吸収を測定する」とい
うわれわれ独自の研究方法に，限界を感じていた．さ

らなる発展のためには，どうしても 195Cで吸収曲
線を測定しなければならないと思い，装置の作製に着
手していた．丁度そのとき，ハーバード大のWald教
授から私宛に「低温スペクトル的研究を一緒にしよ
う」という手紙が突然届いた．熟慮の末，私は翌
61年 9月からWald研究室で実験をすることにした．
幸い化学教室の Dr. Gratzerが試作した吸収測定用
デュワーがあったので，その不具合を改修し，それを
Wald研の Cary 11自記分光光度計に装着して，ウシロ
ドプシンで実験を始めた．翌年 1月末，なんとか満足
のできる吸収曲線が測定できるようになった．
嬉しいことに最初の実験で，日本でした実験の正し
さがスペクトル的に確かめられた．またこのとき記録
した一連の吸収曲線は，Waldのノーベル賞受賞講演
（1967）の中の図の一つとして掲載されている（Science, 

1968）．すなわち 195Cのウシロドプシン（吸収極
大：505 nm）を青色光照射すると，吸収曲線は長波長
移動し，新中間体が生じ，さらに照射すると，光定常
状態になった．これを赤色光照射すると，含まれてい
る新中間体はロドプシンとアイソの混合物に変化 
し，これを再び青色光照射すると先程の光定常状態と
完全に一致した．このことは新中間体，ロドプシン
（11-cis型），アイソ（9-cis型）の三者の間は完全に光
可逆的であることを示している．さらに新中間体の吸
収極大は 543 nmにあり，その発色団レチナールを all-
trans型と考えるには余りにも長波長側に位置してい
るので，歪んだ all-trans型と考えた．われわれは新中
間体を Pre-lumirhodopsinと命名し，ロドプシンからプ
レルミへの変化が光異性化反応で，これが視覚の最初
の化学反応と考えた（Nature, 1963）．2年目はイカの
ロドプシン（Nature, 1964），3年目はニワトリの赤感
受性錐体視物質アイオドプシ（Nature, 1967）で実験
し，プレルミの生成を確認した．
帰国後，阪大・生物学科で研究生の堀内真理くん

（後に阪大助教授）と液体ヘリウム温度（4K）の実験
を行い，黄色の新光産物（430 nm）を発見し，それを
Hypso-rhodopsinと命名した．なお 4Kでプレルミも生
成したので，これをBathorhodopsinと改名した（1971）．
京大・生物物理学科に転任後は多くの共同研究者に
助けられ，お陰で各種視物質，レチナールアナログを
発色団とする人工視物質，バクテリヤのロドプシンな
どの中間体の高次構造について，低温で可視紫外吸収
や円二色性また FTIRで研究した．またピコ秒レー
ザー分光装置を組み立て，現在ロドプシンの第一光産
物といわれている Photorhodopsinも発見した（1984）．
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生物学を目指して大学に進学し，専門課程進学の段
階で，生物学のためにはまず物理学をと考え，思い
切って物理課程に進学した．大学院は小谷（正雄）研
に入り（1960年），日本生物物理学会ができたのはこ
の年だったと思う．何もわかってない学生時代から，
私には“原理”を求めたがる性向があった．
小谷研という物性理論の研究室に所属したが，物理
学劣等生の私はともかく何か実験を始めたかった．小
谷正雄氏は，遷移金属錯塩の電子状態の理論的研究の
創始者で，すでにその時点で，Feの錯塩であるヘム
にも言及されていた．物理教室の磁性の研究室の人に
助けてもらって，まず Hb（ヘモグロビン）の磁化率
測定を始め，それから文献を調べた．たいていの測定
はかの Pauling氏が 1930年代に済ましていることを
知った．しかも，私の測定は，Pauling氏になかなか及
ばなかった．磁気測定の範囲を広げた．磁気測定が可
能な数ミリの単結晶を作り，磁気共鳴や磁気異方性の
測定に取り組み，測定温度も室温にこだわらず，極低
温まで広げた．ヘムの Feは，特別に変化の起きやすい
柔らかな電子状態で，Fe原子以外の自由度と共役し
て変化していることもわかった．タンパク分子の運動
の自由度が，Feの電子状態を制御しているという構
図を考えていると，とても意味があるように思えた．
大学院 DCに進学し，Hbの勉強も進み，Feの電子
状態の研究も，Hbが構造変化して O2結合を強くし
たり弱くしたりしていることと結びつけば，原理主義
者の私にとっても，生物学になると考えていた．「生
物は，密度の濃い相互作用のネットワークをもつ膨大
な数の多種多様なタンパク分子の集団が，生き・活動
し・増殖している」と考えると，タンパク分子の活性
調節機構に“原理”的なものをもとめたくなる．

1960年代のおわりには，小谷正雄教授が阪大教授
となり，小谷研の生物物理部分が東京大学から大阪大
学に移り，小谷研に若い研究者・学生・協力研究者の
集団が形成された．これまでもそうであるが，特にこ
れ以後は，私 1人の研究ではなく，Hbの O2結合調
節機構を理解したいと，いろいろな人たちがそれぞれ

の考え方で取り組んだ研究を，私の立場でお話しする
ことになる．
まず，酸素平衡曲線の測定の精度を高め，Hbの活
性を熱力学的に解析することに着手した．試料とし
て，アミノ酸が置換した Hb（今では，組み換え DNA
法で作られるが，1970年当時はヒトのHbをスクリー
ニングして見つけだした異常 Hbがすでに多分 100種
以上見つかっていた．）を使い始めた．多数の異常 Hb
の酸素平衡機能と，ヘムの電子状態の変化のデータが
そろえば，結晶構造解析の先端を進んでいた，O2の結
合していない deoxyHbと O2の結合した O2Hbの結晶
構造を背景に，タンパク分子の代表としての Hbの酸
素結合調節メカニズムがわかってくるともくろんだ．
異常 Hbは，主として電気泳動で見つかる．世界各

地で行なわれたスクリーニングで異常だったものを集
めて，一次構造を決定している Lehman教授の研究室が
イギリスのケンブリッジにあった．来日した Kendrew
氏に斡旋してもらい，私がその研究室に留学した．

Hbは O2結合に伴って構造が変化する．O2の結合
が弱い deoxyHbと O2の結合の強い O2Hbは，違う結
晶になる．私がケンブリッジに滞在したころ，Perutz
氏は，deoxyHbと O2Hbの構造比較に基づいて，O2結
合の調節メカニズムのモデルを作っている頃だった．
1960年代の後半に，活性の高い R状態と活性の低い
T状態の間で，構造転移が起こるアロステリックタン
パクという考え方が広がり（2状態モデル），その代
表格の Hbで，結晶構造に基づいた具体化をしている
ことになる．異常Hbを使ってHbの研究をしたいと，
Lehmann教授の研究室にきた私をいろいろと応援して
くださった．
留学した医学系の研究室でのカルチャーショックは

覚悟していた以上だった．試料は冷却せず郵送でく
る．低温室も冷却遠心機もない．Lehmann教授は，Hb
の Feの酸化に無頓着，渡される試料は Feが酸化して
いて，ひどいときは真っ黒…，これでは酸素平衡機能
の測定はできないといわざるをえず，彼の気分を害す
る．若者も不満はあるが同調はしてこない．いわゆる
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大学紛争の末期で，私が渡英をちょっと延ばしにした
ための評判の悪さもあった．あるとき訪問研究者が持
参した血液の小瓶を，血液は移しかえたあと頼み込ん
で貰い受け（血液は貰えない），壁についていた血液
で酸素平衡曲線の測定し，好運にも酸素結合の弱い
Hbが検出できた．幸運，いろいろな人間関係の工夫
と Perutz氏の応援で，どこからか事情が好転した．
1年滞在し，装置を動かし，私の試料だけ特別扱いし
てもらうなど，測定もある程度定常化し，受け継ぐ人
も作って帰国した．しかし，それ以後この研究室の異
常Hbの酸素平衡機能の研究は，余り進展しなかった．

80年代の後半には，組替え DNA法で Hbが作れる
ようになり，またアミノ酸置換したタンパク分子を構
造機能相関の研究に使うことが一気に多数のタンパク
分子に広がった．組換え DNA法で作られた Hbを含
め，異常 Hbのデータも含め，いろいろなデータが蓄
積したが，それらは私の上記の目論見にそんなに沿っ
たものではなかった．それを以下に説明する．
異常 Hb（組換え DNA分はのぞく）のリストを見
ると，約半数に機能異常（酸素平衡機能と安定性）が
ある．ヘム近傍とか，サブユニットの界面には他の部
位に比べ機能異常の密度が濃く，分子表面では密度が
薄いが，機能異常が見つかる部位は全体に分布してい
る．機能を支える一定のメカニズムがあり，それに関
係する部位のアミノ酸置換に機能異常が集中するよう
な，分子進化の中立説から期待される状況にはほど遠
い．ヘムとヘム近傍のアミノ酸置換による O2平衡機
能に異常のある Hbで，ヘムの分光学的変化が検出さ
れることは少ない．O2の結合の強さは，Feとの化学
結合と，O2に接触するポルフィリンとアミノ酸残基
との位置関係で決まるものと考えられるが，結晶構造
からは，これらのどれもが役割をはたしていると予想
され，必ずしもヘムの電子状態の変化が中心ではない
らしい．個々の酸素平衡曲線は，結晶構造と 2状態モ
デルから何らかの理解が得られるが，多数のデータを
統一的に理解しようとすると，2状態モデルから大幅
に逸脱してしまう．代わりの枠組みが多数提案される
が，どれもそれほど成功していない．
だいたい，タンパク分子は，分子全体が比較的強い
相互作用で結びついていて 1個の状態が定義できるよ
うな分子なのか，比較的弱い相互作用の連鎖でつな
がっているだけなのか，肝心なところであるが，実験
的にこれにはっきりした答えを出すのは難しく，Hb
でもはっきりしているとはいい難い．

X線結晶解析の技術が進み，多種類のグロビンの構
造が分ってきた．その中で，赤貝 Hbの構造にはびっ
くりした．赤貝の Hbには 2量体と 4量体があり，ど
ちらも酸素結合に協同性があるが，グロビンが会合に

使う界面が，脊椎動物 Hbとはまったく違っていた．
この構造は私にはショックだった．私は“赤貝ショッ
ク”とよんでいたが，周りの人たちはそれほどには感
じていなかったらしい．Hbを研究して，タンパク分
子一般のメカニズムを理解したいと思っているのに，
同じ Hbの赤貝 Hbのことすらわからない．赤貝 Hb
以外にも，グロビンの会合した多量体の結晶構造が報
告され（無脊椎動物と脊椎動物の境目の円口類を含
む），それらの会合に使っている界面はみな異なって
いた．生物進化的に考えれば，ある特定の構造の中
に，普遍性のあるメカニズムを期待することは間違っ
ているといわざるを得ない．
もともとの目論見に無理があったという結論らし
い．O2親和性の 2倍の違いなんて，自由エネルギー
では kTより小さいが，大気の O2濃度が 2倍変化し
たら大事件である（こんなことは，研究を始めたころ
の私にも理解できた！）．しかし，どんなタンパク分
子の活性調節機構の解明でも，その無理を背負ってい
る．この困難さをどうやって克服すべきなのか，私に
はわからない．
最後の定年退職までの時間，無脊椎動物と脊椎動物
の分岐点での，脊椎動物 Hbの 4量体の作られ方にこ
だわった．ヤツメウナギの仲間で，異なる界面を使っ
たサブユニットの会合で作られたHbが見つかったが，
4量体形成過程の手がかりは見つけられなかった．
分子生物学は，分子レベルのストーリ性のある相互
作用のメカニズムを集積することで，生命を記述する
試みといってよいかと思う．異種の化学反応でもごく
近傍で起きているものどうしは，弱い相互作用はある
に違いない．細胞の中はこのような弱い相互作用の海
である．ストーリ性のあるメカニズムも，ごくごく弱
い相互作用の海に包まれている．弱い相互作用の海
も，機能進化しているはずである．私どもが Hbとい
う 1分子の中に見ていたものは，まさにそういう状況
だったのではないか．1分子の中にすら非常に多数の
相互作用する，機能とリンクする化学反応がある．そ
の中で比較的大きなものは，ほとんど洗いざらい引き
出されている．しかし，それだけでは私にとっては，
“理解した”という状況とはほど遠かった．実は，Hb
分子の中にある，kTよりもずっと小さいたくさんの
相互作用が入っていないからだと思いたくなる．タン
パク分子の機能調節メカニズムとして，2状態モデル
的なイメージを Hbは発信してきたが，それを修正す
るのが私の役目であるべきだったのかも知れない．定
年退職後 9年たって，ここに博士課程進学から定年退
職まで 38年間こだわり続けたが，成功しなかった自
分の研究の総括を書く結果になった．
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タンパク質，核酸，多糖類，細胞膜，細胞骨格など
の機能発現においては，共有結合でつくられた分子と
しての骨格構造がまずあり，ついでそれらの間の非共
有結合性の相互作用がその重責を担っている．20世
紀には物質あるいはエネルギー代謝学，タンパク質や
核酸，糖類の生合成などの機構解明が行われ，共有結
合の切断，生成，交換を中心とする生化学的な多大の
成果が蓄積された．生命の素材および基礎的な機構
が，共有結合の生化学として解明されると，次は素材
間の非共有結合相互作用による生命現象の創出原理に
多くの人が興味を感じ，研究を開始した．エネルギー
の大きさでいえば，数百 kJ/molの共有結合の世界か
ら，その 100分の 1程度の大きさで動く熱ゆらぎの大
きい相互作用の世界へのシフトである．力でいえば，
数ナノニュートンの強度をもつ共有結合の切断，生成
ではなく，数ピコニュートンからせいぜい数百ピコ
ニュートンの力で生成消滅が左右される柔らかい生命
の世界へのシフトである．その端的な例が，タンパク
質の立体構造形成であり，DNAの 2重鎖構造，さら
には脂質 2重膜による細胞膜の形成である．それぞれ
の課題は，専門家集団により精緻な研究が進められて
いるのでここでは詳しくは触れないが，これらの研究
課題にあらたな研究方法として力学的な方法が導入さ
れてきている点に注目して筆を進めたい．
非共有結合的相互作用といえば，ファンデルワール
ス力，静電気力，疎水的相互作用力，水素結合力など
である．基本的には相互作用するペア間で電子のやり
とりのない範囲での引力と斥力を考え，その大きさを
力学的に測定，考察するフィールドであり，この領域
を生体ナノ力学（Nano-Biomechanics）とよぶことにし
よう．Biomechanicsという分野はすでに確立された分
野であり，スケールの大きいところでは，人間や恐竜
の運動能力，小さいところでは血管内の血流や赤血球
の変形力学を研究する分野として Fungなどパイオニ
アにより開発された分野で，大きくみればバイオレオ

ロジー（Biorheology）という分野を含む領域であり，
日本でも非常に活発に研究が進められている 1), 2)．こ
の領域では生体構造の材料力学的解析が詳細に行われ
ており，生物物理学会でも重要な分野となっている．
生体ナノ力学は生体力学的な方法論を分子レベルまで
広げてゆこうとするものである．その研究領域は，基
本的には 1分子科学の分野にあり，単一タンパク質分
子，単一 DNA分子等を対象とした力学測定を行い，
生命を支える分子素材の力学物性を明らかにして，分
子レベルの力学に基づく新しい生命観を開拓し，さら
には分子機械の新しい動作原理を確立してゆこうとす
るものである 3)．単一分子研究は日本の生物物理学会
では大盛況の分野であり，先導者により編集された成
書も最近出版されている 4)．
単一分子の分子内セグメント間の相互作用に依存す

る力学物性は単一分子を測定対象とする以外測定方法
がない．どういうことかというと，たとえば，ヘ
リックス構造をもつポリペプチドの引張り強度とか，
バネ定数というようなパラメターの測定である．従来
から行われているケラチンやコラーゲン繊維のヤング
率の測定は非共有結合性相互作用の測定例としてきわ
めて重要であるが，繊維状高分子の束としての性質の
測定なので，分子の性質を知ることはできない．分子
そのものの性質を知るには，近年発達してきている単
一分子物性の測定法の開発を待つ必要があった．これ
らの方法とは原子間力顕微鏡およびレーザーピンセッ
ト法などであり，これらの方法の開発と並行して，単
一 DNA鎖，タンパク質立体構造の引き延ばし実験，
押しつぶし実験，細胞膜の分子レベル操作などが行わ
れるようになっている．そのような単一分子力学物性
の解明の上に，分子間相互作用による構造体の物性の
解明がある．
実験的には単一分子操作方法を待って行われ始めた

これらの研究についても，理論的には単一分子レベル
計算は可能であり，かなり以前からたとえばへリッ
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クス構造をもつポリペプチドの強度計算が行われてい
る 5), 6)．これらの研究も日本から発信されたものが多
い．これに加えて近年にいたり，分子動力学シミュ
レーションによるポリペプチド構造やタンパク質構造
の大変形力学の解析がさかんになりつつある．一般に
線状高分子は細いが長い分子構造をもっている．典型
的には DNA分子であり，人体のもつ DNAを全部集
めるとせいぜい 100 g程度のものが，つなげると地球
と太陽の間の距離（天文単位）の何倍にもなる長さを
もつ．一方タンパク質分子は球状に折りたたまれてお
り，数 nmという小さい直径の柔らかい粒子である．
細胞の場合はもう少し大きいが，形が不均一，複雑で
あり，組成的にも複合材料からなる．このような試料
を対象とする材料力学はこれからの分野であるといわ
れている．細胞膜の力学についても詳細な研究成果が
上梓されている 6)．
では，小さく，柔らかな試料を対象とする生体ナノ
力学遂行上の問題点をあげてみると，次のような点が
浮かんでくる．1）従来の生体力学では分子の束や細
胞膜に対して材料力学的理論とこれに基づく測定方法
が適用可能なように，これらを一様で等方的な巨視的
な連続体として扱ってきた．それゆえ，ヤング率のよ
うな力学パラメーターを使って材料の丈夫さを表現す
ることができた．分子レベルの大きさをもち，不均一
で異方性の大きい生体素材の力学物性を相互に比較で
きるパラメーターで表す理論の必要性がある．2）力
学物性の測定では，印加力に対する試料の変形を知る
必要があるが，分子レベルでの変形を可視化するのが
困難な場合が多い．たとえば，力と変形の関係を，ス
トレス対ストレインの関係に直すためには，試料の断
面積を知る必要があるが，変形途中で断面積がどのよ
うに変化しているのかを知るのが難しい．3）試料が
小さく，測定できる変形量が小さいため，弾性変形と
非弾性変形の分離が難しい．これらの点を厳密に解決
するのは困難が大きいと思われるが，力学を得意とす
る研究者の寄与を期待したい．
反対に明るい未来像を描くと，1）分子物性の真の
理解に基づく明快な生命観の開拓ができる．2）理論
および分子動力学シミュレーションによる計算結果と
実験結果を詳細に相互検証することが可能となる．
3）生命現象の各場面における適正素材選択の理由が判
然とする．4）生体素材の物性理解に基づく，より生体
適合性のたかい新素材開発が可能となる，など生命を
支える材料の性質とその相互作用の理解を通じて，従
来より安定した生命観を構築することが期待できる．

大学教育を化学，生化学分野で受けると一般的には
力学的方法論，特に材料力学的な方法論を学ぶ機会は
すくない．そのため，材料力学の数学的に高度に発達
した成果を理解し，自分の研究に役立てるにはそれな
りの努力がいるし，工学系の専門家との共同研究が重
要となってくる分野だと思う．
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図 1  
タンパク質の立体構造図を見ていて へリックス構造を力ずくで
引き伸ばしてみたいと思った人はいませんか．上図は原子間力顕
微鏡を用いて，ヘリックス型ポリペプチドを両末端から引張る
実験の模式図．図上部のポリペプチドは図下部にしめした分子動
力学シミュレーションによる張力と分子の伸びの関係を示す結果
から，矢印でつないだ箇所でのスナップショットである．引っ張
り速度：薄青  0.1 nm/ps，緑  0.01 nm/ps，濃青  0.001 nm/ps．
赤矢印は angleが転移するところを示す．図上部の絵で，延伸
は左端から始まり，次第に鎖が伸びてゆくようすを少しずつずら
して描いている．i-i4は ヘリックス，i-i3は 310らせんをつくる
水素結合の位置を表している 8)．

https://www.jstage.jst.go.jp/article/polymj/6/3/6_3_222/_article
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/990399?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19186146?dopt=AbstractPlus
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丁度半世紀前の 1959年は，新しい学問―生物物理
学―への関心が急速に高まった年だ．それは高分子
物理学，物性物理学，物理化学の研究者であった人
たちの熱意に大きく負っている．たとえば，小林理
学研究所を拠点とする杉田元宜，岡小天，押田勇雄，
斉藤信彦，深田栄一（敬称略，以下同じ）らは，杉田
が生物システム論，岡と深田がそれぞれ血液流動と骨
の圧電性などの巨視的生体物性，押田が生体エネル
ギー論，斉藤が生体高分子物性と幅広くバランスのよ
いスクールを形成していた．九州大学農学部の大森恭
輔グループは，生命現象に対する情報論的なアプロー
チで，前述の杉田と共にユニークな存在だった．名古
屋大学の大沢文夫，東京大学の小谷正雄，水島三一
郎，あるいは大阪大学の赤堀四郎の各スクール，そし
て，湯川秀樹の激励もあって京都大学物理学教室から
は，生物物理学と分子生物学の分野で 60年以降に活
躍する人たちが輩出している．現在の生物物理学の発
展の礎には，早くから生命にチャレンジしたこれら先
人たちの先見性と情熱があった．なおこの年 Review 
of Modern Physicsが，2号にわたって生物物理の特集
号 ｢Biophysical Study Program｣ を発行したことも，火に
油を注いだ．
小谷正雄は東大理学部物理教室という戦略的要衝に
あって，この国内の動きを推進する一方，国際純粋応
用物理学連盟（IUPAP）副会長としてもイニシアティ
ブを発揮した．その努力もあって，7月 6～ 9日には
イギリスのケンブリッジで IUPAP主催の生物物理国
際会議が開催され，生物物理学の独立した国際組織設
立が合意された．敗戦後 15年足らずで，少なくとも
この新興の学問では，日本はすでに先進国の一員に
なっていた．
この動きを承けて，9月 18日に小谷，岡，杉田，
熊谷洋，吉川春寿の 5教授が発起人となり，わが国に
おける新学会設立に向けての懇談会が東大理学部で開
かれた．

この歴史的会合の日，大沢文夫がいつもの飄々とし
たスタイルで，お茶の水女子大の私の研究室にフラッ
と入ってこられ「和田さん，小谷先生が生物物理学会
を創るための懇談会を東大でやるというんだけど，一
緒に行きませんか」という．小谷正雄という近代科学
的合理主義の権化みたいな智恵者に対する期待感，そ
れから，日本でも何か重大なことが起こるのではない
か，という予感がして，一緒に行くことにした．しか
し，物事にはすべてウラがある．この日のことを，大
沢はつぎのように書く「…小谷さんは，医学，農学や
工学の分野の大先生を数人集めて，そこに僕をよんだ
のです，こっちも警戒心があったので，パッとひらめ
いた．和田昭允さんが当時お茶の水女子大学の化学に
いたので，彼を巻き込んだのです．というのは，僕だ
けだと，全部の雑用が僕のところに来ることが目に見
えていたからです」．
この流れにあって，生命の本質的研究とは何か？ 
生物物理学か物理生物学か？ など，大学院，助手と
いった若手の議論はまことにめざましかった．“物質
世界を相手にしてきた物理学”と“生物を対象として
きた生物学”をあわせた生物物理学には 2つの解釈が
ある．一方は，〈生物は物質の部分空間．したがって，
物質研究で成功してきた物理学の対象として攻める〉
という「自然一元論」．他方は，〈生物物理学は生物を
対象とするから生物学だ．物理学ではない〉という，
単純素朴で閉鎖的な「自然二分論」．生物を物質と見
るか，違うと見るかだ．
目指すところは，一方は，〈自然科学の将来を見据

えて生命科学と物質科学との融合を目指そう〉という
開拓型．他方は，〈生物はあくまで生物学という枠内
で考えよう〉という保守型．私は，学問に理不尽に線
を引くと発展が限られると思ったものだ．
これらは，立脚点が違うということで地動説と天動

説の対立に似ている．自然全体を考えるか生物だけを
考えるか．客観的と主観的．もちろん天動説だろうと
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地動説だろうと，天体の動きはひとつ．同じように，
何元論だろうと生命活動は変わらない．ただ，どちら
がより前向きで発展性があるか

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということだ．
この疾風怒濤―本当にそう感じた―の 1959年を経
て，60年 12月に日本生物物理学会が発足した．これ
で，それまで独自の活動を続けていた医学，工学，化
学，生体物理学，量子生物学，放射線生物学などが合
流し，全日本的協力体制が確立した．
国際的には，第 1回国際生物物理学会議が 61年

7月30日から8月4日までストックホルムで開催され，
生物物理学の国際組織である国際純粋・応用生物物
理学機構（International Organization of Pure and Applied 
Biophysics (IOPAB)）―後の IUPAB―が発足，世界の大
きな流れが動き出した．私はその 2年前に発見した
-へリックスの巨大電気双極子モーメントについて
発表し，国際舞台に立ったことを実感．日本代表の小
谷，熊谷両先生，大沢さんとこの歴史的会議に出席で
きたのは，すばらしい経験だった．
おわりにあたって，学問分野創設の経験から私に湧
いてくる感想を述べる．21世紀初頭の今日，サイエ
ンスは先人が残した豊かな知の資産を享受しながら，
さらなる展開への模索を続けている．そこにハッキリ
読み取れるのは分野間連携，とくに物質・生命両科学
の急速な接近，さらに融合だ．われわれは，すでに
50年前に先取りしたことを誇りに思う．
問題は今後である．求められるのは，高度学術国家
として世界の尊敬を集め，国民の誇りとなる成果，す
なわち①重要課題を発見・解決し，科学史・技術史の
1章を書き，国際社会の強い関心をよぶ研究．②独自
のコンセプトから説き起こし，研究者名を冠した理
論，実験，公式などを世界に発信し，多くの研究の基
盤となる研究．③幅広い応用展開の基盤となり，わが
国の産業の発展に貢献する研究．④日本のイニシア
ティブで世界の衆知を集め，人類福祉のための科学技
術を築く国際協働研究だ．
そのためには，サイエンスの現状を冷静に正しく，
そして戦略的に把握しなければならない．戦略論の不
朽の古典は「孫子」だ．ナポレオン・ボナパルト，毛
沢東，ベトナムのホー・チ・ミン，みな「孫子」に学ん

だといわれている．その「謀攻篇」にある「彼を知り
己を知れば，百戦して殆（アヤウ）からず，彼を知ら
ずして己を知れば，一勝一負し，彼を知らず己を知ら
ざれば，戦う毎に必ず殆し」は，戦争と研究を問わず
心すべき至言だ．われわれにとって“彼”は自然の森
羅万象．では“己”はというと，その複雑体を探れる
サイエンス，つまり物理学・化学の諸原理，その原理
を駆使して複雑な相手の構造・機能を数字に変換する
ハイテクノロジー計測，その数字がもつ意味を解読す
る数理解析に他ならない．サイエンスが正確なデー
ターに基礎を置き，生命の膨大な未知情報を認める以
上，今後の生物物理学の発展は論理的必然である．
生命科学研究者は，生命の不思議が醸し出すロマン
に陶酔しながらも，その探究にはデータードリブン，
テクノロジードリブン，モデルドリブン研究は不可避
という冷徹な現実を直視しなければならない．

文　献
 1) 和田昭允 (2005) 物理学は越境する―ゲノムへの道，岩波書

店．
 2) 和田昭允 (2008) 生命とは！物質か？―サイエンスを知れば
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つづける，白日社．
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昔から Arts and Scienceといわれてきたように，科学
の根底には，芸術と同様に創造性とロマンを追求する
特質があり，人間にとって大変に楽しい行為であっ
た．ところが昨今，科学を取り巻く状況は厳しさだけ
が目立ち，国益や経済との結びつきで語られることが
多く，これでは若い人の科学に対する魅力は半減す
る．競争に勝つために成果を急ぎ，そのために金をつ
ぎこむ．その金や職を獲得するために論文を書く羽目
になっているように見える．でも，僕自身の若い頃を
思い起こしても，研究することに苦しい思い出はまっ
たくない．研究上の予想があたることは滅多になくと
もである．
さて，この特集の目的は，昔の若い会員が日本発の
生物物理学を創り出すような研究者に育って行った現
場を知ることにあるらしい．では，僕の仕事で日本発
といえるものはあるのか？　若い頃の僕の研究対象で
あった細菌べん毛は，師匠である朝倉さんの日本発の
仕事である．結局，僕の仕事としては，当時電顕でし
か見えなかった生体超分子が形を変えたり，成長する
様子を映画にしたことかなあ．映画には下手な英語説
明は要らないので，世界中でうけた．光学顕微鏡（光
顕）のルネッサンスとまで書いてくれた（News & 
Views, Nature , 370 (1976)）．その後，Yale大学への
留学がきっかけで僕は，細菌べん毛から微小管へテー
マを変えた．この分野で Tim Mitchisonが微小管を
使って生体超分子の動的不安定性なるアイデアを提出
した（Nature , 237 (1984)）．しかし，あまりにも
このアイデアが革新的だったのと，データが写真像の
統計量だったので，世界中が半信半疑であった．実
は，京大に帰国した後，当時院生だった堀尾君と一緒
に微小管の成長過程を撮像していて，個々の微小管が
独立に重合・脱重合することを見つけていた．データ
は確実だったが，現象があまりにも常識はずれだった
ので，解釈がつかず，発表が遅れた．（Nature , 605 
(1986)）．この年（1986）の夏にヴァージニアに世界

中の微小管研究者が集まる会議があり，そこで上映し
た．こうして動的不安定性は確立した（News & Views, 
Nature, , 106 (1986)）．
で，僕の懐古談としてはどのようにして，超分子の
映画化ができたかを述べることにする．まず，若かっ
た頃の自分がどんな環境の研究生活であったか，述べ
る必要があるだろう．名大の博士課程を出ても職がな
く，1年近く水素ガスを詰め，アドバルンを上げるバ
イトで食いつないだ．その後，1年間の期限つき教務
職員（当時は助手の下にもう 1階級あった）を 10ヶ
月間勤めて，京大生物物理学教室に助手の席を得たの
は 1971年であった．その講座はまっさらで，教授も
助教授も内定はしていたが，両者ともにまだ赴任され
ていなかった．部屋には備え付けの実験机があるだけ
で，試験管 1本もなく，デスクも椅子もない空間が
あった．さっそくガラス器具を注文し，デパートで自
分用のデスクを選ぶことは，けっこう楽しかった．
さて，この状況で何を研究するかである．院生時代
は名大の朝倉昌助教授に弟子入りし，細菌べん毛の再
構成系を習った．当時，太さ 20 nmの線維の観察は
電子顕微鏡が唯一の手段であったが，彼は物理学者の
センスで，電顕映像を定量化して，べん毛の形態形成
の仕組みや形態変換の面白さをつぎつぎと明らかにし
て，世界をうならせていた．1960年代の日本では，き
わめてまれなケースであった．朝倉さんは 2年に 1報
づつしか論文を書かなかったにもかかわらずである．
僕はどうしょう？　父親の仕事や先生と同じテーマ
を継いでは，一人前になれないことは世の常である．
とはいうものの，細菌べん毛しか知らない若者が，ポ
ツンと 1人で新しい材料に挑戦するのはやはり無謀と
いうべきであろう．では，研究手段を変えてみるか．
そこで，電顕の代わりに光顕の可能性を調べてみよう
と考えた．当時，電顕は高嶺の設備であった．朝倉さ
んでさえ，名大生物学科の江口吾朗というスゴ腕の人
と共同研究を組んで，やっと使える有様であった．電
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顕の最盛期だったこの時代に，光顕は古色蒼然たる生
物学の象徴のように見られており，生物学教室の廊下
には戦前からの立派な光顕がほこりをかぶってゴロゴ
ロしていた．それらはゴミ回収と同様に喜んでタダで
いただけた．
そもそも，なぜ僕が光顕を試す気になったか？　起
因はM1のときに受けた実習にあった．当時学部をも
たなかった名大分子生物学研究施設は院試に生物，化
学，物理がチョイスできたので，全国から理，医，
薬，農，工など，さまざまなバックグラウンドをもつ
雑多な学生が集まってきた．そこでは，まず院生は各
部門をまわって実験の手ほどきを受けた．僕は神戸大
学の素粒子論研究室からやってきた院生で，ガラスピ
ペットを上下逆さまに吸い，function of cellを電池関
数と訳す有様であった．こんな院生でも，強烈な印象
の実習があった．秦野節司助手に見せていただいたヤ
ローシュの糸の暗視野光学顕微鏡像であった．車軸藻
のしぼり汁をそのまま観察すると，真っ暗な背景に明
るく金色に輝く輪っかがかなりのスピードで回転し続
けていた．今でいうアクチン線維束であるが，当時は
まったく正体不明であった．が，とにかく，その画像
は美しかった．この像は明視野光顕ではほとんど見え
なかったので，「暗視野」だけが記憶に残った．
それ以来，一度も光顕を覗いたことのない素人
だったので，M1時代の印象だけで，細菌べん毛も
ヒョッとしたら見えるのではないかと妄想したしだい
です．それは初心者の怖いもの知らずで，光顕の分解
能は 0.3 mであるなどとの知識をもつ人は，太さ
20 nmの細菌べん毛を見ようなどとは決して思わない
でしょう．本によると，暗視野光顕では光源が明るい
ほど小さいものが見えるらしい．大きな白熱灯光源を
使い，硫酸銅溶液の断熱フィルターを通して試みた
が，もちろんべん毛は見えなかった．強運というべき
だが，前述の江口さんが京大に移っておられたので，
電顕を使わせてもらえた．とりあえず電顕を使い面白
い仕事が出て，おかげで科研費の班に入れてもらえ
た．日本分子生物学会を創られた内田久雄さんの形体
形成の班である．朝倉さんは僕がM1の時期から，内
田班に連れて行ってくれたので，内田さんには院生時
代から可愛がってもらっていた．自分の仕事のファン
は大切ですぞ．おかげで，クセノンの高輝度光源を手
に入れ，ちょうど当時開発された高性能レンズも試し
てみると，倍率や開口数もたまたま暗視野にピッタリ
であった．細菌べん毛は肉眼ではっきり見えるように
なった．が，超高感度度フィルムをかぶりがでるまで
超現像しても，ろくな像は記録できなかった．当時顕

微鏡用のテレビカメラはなかったが，仲よくしていた
業者さんに泣きついて，さまざまな高感度 TVカメラ
を試させてもらった．でも動画記録は無理だった．い
かに人間の眼が優秀であるか，身にしみた．ここで，
また強運である．放送用に超高感度 SIT撮像管を組み
込んだビデオカメラが開発されたことを，業者が教え
てくれた．ビデオレコーダも重さ 40 kgを超す放送用
の機材を使った．発表用に真っ暗な部屋で，ブラウン
管画面を 16ミリ映画フィルムに移した．撮影機を覗
くと，映画監督になったように，気分が高揚すること
を味わった．なかでも，べん毛が左巻きと右巻きを繰
り返し変換する映像はめちゃ面白かった．が，その仕
掛けがわからない．何十回もビデオを必死で見て，あ
るとき突然そのメカニズムが浮かんだ．その日は一晩
飲んだ．
そろそろ，まとめよう．「日本発」をねらう若者は
どうすればよいのだろう．ある研究分野で有名になろ
うと思う人は，日本発をねらってはいけない．分野の
権威になるためにはもっと確実な路がある．日本発の
路は危険すぎる．でも「日本発」に成功した人はけっ
こう有名になっているではないか．この「有名」は後
から追いかけてきたもので，本人が意図したものとは
わけが違う．
若者が日本発人になる第一のコツ．研究室すなわち
先生を選べ．論文数や羽振りで選ぶな．自由に研究を
やらせてくれる度量のある人，放任ぐらいでもよい．
おうおうにして，このたぐいの先生は腕も立つ．第 2
のコツ．テーマ選びである．今，輝いている，あるい
は伸びてくると保証されている分野は避ける．重要で
あるか，本質的であるかなどの観点からは選ばない．
そのようなテーマには世界中の優秀な若者がひしめい
ている．で，他の戦略を取ろう．自分が見つけた，あ
るいは不思議だな，そしてこれは面白いなあと思う現
象があればシメたものである．それに賭けよう．第 3
のコツ．とにかく数学．物理，化学，工学なんでも，
ありとあらゆる幅広い角度からの考え方やアナロジー
を動員し，それらの専門家の意見を聞く．なにしろ新
しい現象の研究指針などというものは存在しないのだ
から，あらゆる可能性を探る以外に方法はない．第 4
のコツ．自分の仕事のファンを作ること．発生生物学
の第一人者岡田節人さんの約 40年前のお言葉，「宝谷
ハン．芸者，医者，学者いうてなあ“者”の付く商売
は客有ってなんぼやねん」，「ええ？？！」と僕．名大
の風潮は，仕事さえよければ評価は勝手に付いてくる
というものであった．僕が，岡田さんの意味がわかり
出したのは，四半世紀後のことだった．
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1.
 インフルエンザウイルスの背景

人類は 20世紀に入り数回の新型インフルエンザウ
イルスの登場を経験している．1918年に始まったス
ペイン型（A/H1N1）インフルエンザは，世界で 2,000- 
4,000万人の死者を出した．その後，インフルエンザ
はさまざまな変異を引き起こし，1957年からは新型
アジア型（A/H2N2）インフルエンザへ姿を変え，こ
のときの死者は 100-400万人であったと推定されてい
る．また，1968年には香港型（A/H3N2）が新型イン
フルエンザとして現れた．このときの死者数は同じく
100-400万人であった．このように新型インフルエン
ザウイルスが出現すれば，人々は当然過去にこの新型
ウイルスの感染を受けたことがないため抗体もなく，
一時に新型ウイルスの感染を受ける人が多くなり，容
易に大流行が起こる．
インフルエンザは，ウイルスの感染によって引き起
こされる病気である．ヒトが感染すると，高熱や関節
痛，倦怠感などの全身症状や，喉の痛みや咳などの呼
吸器系の症状を示す．特に深刻なのは乳幼児や高齢者
が感染した場合であり，インフルエンザ脳症や重度の
肺炎などの合併症を起こし，死にいたることさえあ
る．近年では，高病原性である鳥インフルエンザウイ
ルス（A/H5N1）の人への感染により，以前に世界で
数千万人単位の死者を出したような世界的大流行が起

こることが懸念されており 1)，日本でも有用な抗イン
フルエンザ薬であるタミフルなどの備蓄に大変な金額
が注がれている．2009年 4月にメキシコで発生し，
大流行の兆しを見せている豚由来の新型インフルエン
ザ（A/H1N1）には，このタミフルなどの薬剤が有効
であり，また弱毒性であることから致死率はそれほど
高くない．にもかかわらず，すでに世界中で 3,000人
以上の人が死亡しており，今後さらに増えることが予
想されている．また，ウイルスの変異は頻繁に起こり
うるため，いつこれが強毒型に変異を遂げるか，その
脅威は想像に難くない．さらに，すでにタミフル耐性
型のインフルエンザウイルスが発見されていることも
あり 2)，タミフルに換わる効果的な新薬の開発が世界
中で積極的に行われている．
インフルエンザウイルスの RNAポリメラーゼは，
ウイルスの複製（増殖）に中心的な役割を担っている
ため，新規薬剤ターゲットとしてこれまで注目され
てきたが，いまだにそのような薬剤は開発されてい
ない．本研究では，インフルエンザウイルスの RNA
ポリメラーゼがもつ 3つのサブユニットのうち，どれ
か 1つのサブユニットでも欠けるとその働きを失うこ
とに注目し，サブユニット間結合阻害剤が，新規抗
インフルエンザ薬として非常に強い候補であると考
えて研究が進められた．このような阻害剤を設計す
るためには，その部位の立体構造情報を得ることが
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近道であることから，インフルエンザの RNAポリメ
ラーゼのサブユニット間結合部位構造を X線結晶構
造解析により解明した．ここではその構造を中心に
紹介する．

2. インフルエンザウイルスの生体内における 
増殖機構と薬剤ターゲット

インフルエンザウイルスの生体内の増殖機構は，イ
ンフルエンザウイルス表面抗原のヘマグルチニン
（HA）が呼吸気道細胞表面にあるシアル酸に結合する
ことから始まる 3)．結合したウイルスは細胞内にエン
ドソームとして取り込まれ，ウイルスエンベロープは
エンドソーム膜との膜融合により脱殻し，細胞内にリ
ボタンパク質複合体（RNP）を放出する．放出された
RNPは細胞核に移動し，RNPを構成しているタンパ
ク質である RNAポリメラーゼが，ウイルス RNA
（vRNA）の複製およびウイルスタンパク質 mRNAの
合成を行う．その後，複製された vRNAと，宿主細胞
の翻訳系によって翻訳されたウイルスタンパク質がそ
れぞれ組み合わさり，新しいウイルスが形作られる．
しかし新しいウイルスは宿主細胞表面につながれた状
態で形成されるので，ウイルスが遊離するためには，
つなぎを構成するウイルス自身のもつ HAと宿主細胞
のシアル酸間の結合を切断する必要がある．この切断
を行うのがノイラミニダーゼ（NA）である．NA阻
害剤（タミフル®，リレンザ®）は，この最終過程を
阻害することにより，さらなる感染拡大を抑える 4)．
そのため，NA阻害剤は感染後できるだけ早い投与が
望まれ，一度体内で感染が拡大した後ではその効果は
低くなる．
インフルエンザウイルスの RNAポリメラーゼは，
ウイルスの複製（増殖）に中心的な役割を担っている
ため，新規薬剤ターゲットとして注目されてきた．さ
らに，すでにタミフル耐性ウイルスが出現しているよ
うに，NAは非常に変異しやすい特徴をもつのに対
し，RNAポリメラーゼは変異を引き起こすことが少
なく，薬剤ターゲットと理想的である．

3.
 インフルエンザ RNAポリメラーゼの構造

インフルエンザ RNAポリメラーゼは，PA，PB1と
PB2の 3つのサブユニットからなり，それぞれがポリ
メラーゼ活性に重要な役割をもっているだけでなく，
3つの複合体形成なしでは効果的に働くことができな
い 3)．PAタンパク質（a.a  716）の機能はエンドヌク
レアーゼ活性により宿主のキャップ付加型mRNAを切

断し，ウイルスmRNA合成時のプライマーとして利用
する（cap-snatching機構）5)．PB1タンパク質（a.a  757）
は vRNAのプロモーターの認識・結合に関与し，内在
する SDDモチーフにより RNA合成の中心として働
く．一方，PB2タンパク質（a.a  759）は宿主 mRNA
のキャップ構造の認識・結合に関与する 6)．これらサ
ブユニット間の結合部位は，変異体を用いたポリメ
ラーゼ活性測定や，融合タンパク質による結合実験な
どの方法で確認され，多数報告されている 7), 8)．PAは
PB1と結合し，PB1は PB2とも結合している．PAと
PB2の直接的な相互佐用はない．
本研究では，PAタンパク質の C末端部位と PB1の

N末端部位が安定に結合することを特定し，複合体の
共発現系構築に成功した 9)．最終的には PAの C末端
領域アミノ酸残基（a.a  239-716）と PB1の N末端領
域アミノ酸残基（a.a  1-81）が，非常に安定な複合体
を形成することを確認し，その結晶化に成功した．

PB1と PB2との複合体の調製については，PB1の
C末端領域と PB2の N末端領域が結合部位であるこ
とがすでに報告されている 10)．これを手かがりに，
PB1の C末端領域（a.a  678-757）に対して，PB2サ
ブユニットのアミノ酸を 5つに分けて（a.a  1-37, 
1-87, 37-174, 252-490, 530-759），結合確認を行った．
その結果，PB1の C末端領域（678-757）と PB2の
N末端領域（a.a  1-37, 1-87）が，非常に安定な複合
体を形成することを確認した．これら 2つの複合体を
用いて結晶化を試みた結果，PB2の N末端領域アミ
ノ酸番号 1-37部分を使用した複合体の結晶を得るこ
とができた．

4.
 RNAポリメラーゼの構造

インフルエンザウイルスの増殖機能解明には，その
立体構造情報が欠かせない．しかし，タンパク質発現
や大量調製など困難なことが多く，その構造解明は難
関であった．最初の構造として，Area博士らによって
電子顕微鏡（EM）による RNAポリメラーゼの全長
構造が報告されたが，その分解能は 25 Åほどであり，
それぞれのサブユニットの帰属はできなかった 11)．
2007年になり，ようやく PB2タンパク質の C末端部
位（a.a  687-759）の高分解能での構造解析がなされ，
これが RNAポリメラーゼのはじめての構造情報で
あった 12)．その後，RNAポリメラーゼ部分構造が次々
と解明され，キャップ結合部位 6)，RNA結合部分 13)，
エンドヌクレアーゼ活性部位 5)などが報告されている
が，2つ以上のサブユニット複合体としての構造は明
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らかにされていなかった．本研究では，PA/PB1，
PB1/PB2複合体の構造解明に世界ではじめて成功し
た 9), 14)．この成果は，RNAポリメラーゼ複合体の形
成機構の理解だけでなく，その後の新規抗インフルエ
ンザ薬開発にとっても非常に重要なものである．

4.1　PA/PB1複合体の結晶構造
PA/PB1サブユニット複合体の単結晶を作製し，

X線結晶構造解析法により，その原子レベルの構造を
明らかにした 9)．PDB (Protein Data Bank)において調
べた結果，PAサブユニットはこれまでに解明されて
いるタンパク質にはない新規な構造をもっていた．
PAは，13個の へリックスと 9個の シートで構成
されており（図 1a），その 10, 11, 13の 3つのヘ
リックスにより形成されたトンネルに，PB1サブユ
ニットの N末端が突き刺さるように結合している
（図 1b）．この際，PB1は 310へリックスとよばれる構
造をとっており，これはタンパク質間結合様式として
非常に珍しい．タンパク質―タンパク質間の結合はお
もに，タンパク質表面同士間で相互結合している場合
が多いが，PB1と PAサブユニット間は，鍵と鍵の穴
のような結合様式をしている．PB1と PAサブユニッ
ト間の水素結合は，おもに PB1のぺプチドの主鎖を
通して形成されており，特に Asp2と Asn4は，PAの
Ile621と Glu623と シートに似た様式で結合してい
た（図 1c）．実際，PAの Ile621と Glu623を含むルー
プ部分を欠失させた変異体は，PB1と結合することが
できなくなっていることを確認している（図 2）．一
方，PB1のアミノ酸の側鎖は，非常に広い範囲で PA
と疎水性相互作用をしている（図1c, d）．これまでに，
PB1の 1-14番までにあるアミノ酸残基を置換した 
変異体実験により，多くの疎水性残基，特に Pro5，
Leu7，Leu8，Phe9と Leu10が PAとの相互作用に必須
であることがすでに報告されている 8)．そこでわれわ
れは PAサブユニット側のアミノ酸残基に注目し，立
体構造上 PB1と相互作用しているアミノ酸残基を置
換した変異体を調製し，PB1との相互作用を調べた．
その結果，Val636，Leu640，Leu666と Trp706を置換
した変異体は，PB1と結合することができなくなって
いた（図 2b）．また，RNAポリメラーゼ複合体とし
ての RNA合成量（vRNA複製）を確認した結果，ア
ミノ酸置換した変異体ではその合成量が著しく低下し
た（図 2c）． こ れ ら の 結 果 よ り，PAの Ile621と
Glu623を 含 む ル ー プ，Val636，Leu640，Leu666と
Trp706が，PB1との結合に非常に重要な役割を果たし
ていることが明らかになった．

4.2　PB1/PB2複合体での構造
PB1/PB2サブユニット複合体の結晶構造解析を行
い，分解能 1.7 Åでその立体構造を得た 14)．PB1/PB2
複合体は，PB1，PB2共に 3本の -ヘリックスから
なっており，PB1の 3つのヘリックスは 1と 2が
平行，2と 3が逆平行に，曲面を描くように並んで
いた（図 3a）．PB2の N末端側のヘリックス（1）
はその曲面に覆われるように内側に位置し，PB1と
PB2は，おもにこの PB2の 1ヘリックス周辺の疎水
性相互作用によって結合していた（図 3b, c, d）．

PB2の 1ヘリックス上の Ile4，Leu7，Leu10の 3つ
の疎水性残基は PB1の 3本のヘリックス側に向いて
おり，それぞれの疎水性残基が PB1の疎水性残基と
4.2 Å以下の距離に存在している．そこで，これらの
疎水性残基を置換した変異体での RNAポリメラーゼ
活性を調べたところ，その活性は野生型に比べて変異
体では著しく低下した（図 4a）．すなわち，これらの
疎水性残基，Ile4，Leu7，Leu10が PB1/PB2の結合に非
常に重要な残基であることが明らかになった．

5.
 薬剤設計への可能性

今回，RNAポリメラーゼのサブユニット間の立体
構造を明らかにしたことは，ウイルス複製に必須な部
位を創薬ターゲットにすることを可能にし，抗インフ
ルエンザウイルス創薬の新たな分野を開く成果であ
る．構造決定した PA/PB1および PB1-PB2間の結合部
位は，全体で 2200残基を越える非常に大きな RNAポ
リメラーゼのごく一部であるが，構造解析，および活
性測定などの結果から，これらサブユニット間結合を
阻害することによって，RNAポリメラーゼの働きを
抑制できることが明らかになった．これらサブユニッ
ト間の結合様式と同様の結合をしている構造は見つ
かっておらず，またこの配列にたいして，ヒトのゲノ
ムデータベースを用いた相同性解析を行ったところ，
どちらも相同性の高い配列が存在しなかったことか
ら，RNAポリメラーゼのサブユニット間相互作用と
同じ機構はヒトのタンパク質には存在しないと考え
られた．これらの結果は，明らかにされた立体構造
をもとにした新規薬剤開発にとって，理想的なものと
考えられる．今後，本構造をもとにした PA/PB1また，
PB1/PB2サブユニット結合阻害剤が設計され，抗イン
フルエンザ薬として応用されることが期待される．さ
らに，インフルエンザ RNAポリメラーゼのアミノ酸
配列は，すべてのタイプのインフルエンザウイルスに
おいて保存性が高く，特にサブユニット間の結合に関
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図 2  
アミノ酸 1次配列比較と変異体の実験．（a）PAと PB1の 1次配列を本研究で用いた H1N1，鳥インフルエンザ（H5N1）と豚由来新型 H1N1
で比較している．完全に一致しているアミノ酸を黒文字，異なっているアミノ酸を赤文字で示している．3つの 1次配列は非常に似ており，
その相同性は 95%以上ある．また，本研究で明らかになった構造をもとに，水色背景に白文字でサブユニット間水素結合形成残基を，赤
色背景に白文字で疎水結合形成残基を示す．（b）PA変異体と PB1の結合実験．PB1の N末端 14残基を GSTとの融合タンパク質として調製
し，PA野生型（WT）もしくは変異体存在下で，GSTアフィニティカラムを用いてプルダウンし，SDS-PAGEにより PAとの結合を分析した．
657は，PA分子のアミノ酸番号 657-716まで，619-630は PA分子のアミノ酸番号 619-630までを欠失させた変異体である．WT以外の
PA変異体では，PB1との結合能は失われていることがわかる．（c）（b）に示しているそれぞれ変異体での RNA合成量を示している．

図 1  
インフルエンザ RNAポリメラーゼの PA-PB1サブユニットの構造．（a）PA-PB1サブユニットの構造で，PAタンパク質分子は虹色の ヘリッ
クスと シートで表している．PB1は灰色で示している．（b）PA-PB1サブユニットの構造の分子表面図を用いて示している．PA分子を紫色，
PB1分子を赤色で示している．黄色は分子間の水素結合を表している．（c）PB1と PA間で構成されている疎水性結合と水素結合を点線で示
している．点線の水素距離は，2.4-3.2 Åである．（d）PA-PB1サブユニットの疎水結合のようすを，分子表面図を用いて示している．PA分
子を緑色，PB1分子を赤色で示している．
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与している残基は，ヒトソ連型（H1N1），鳥（H5N1）
および豚由来の新型（H1N1）すべてで保存されてい
る（図 2a, 図 4b）．そのため，今回解明された構造を
もとに開発される新薬は，ウイルスの変異に強く，ま
たこれまでのワクチンとは違い，どんなタイプのイン
フルエンザウイルスにも効果が出る画期的なものにな
ると期待される．

6.
 おわりに

本研究では，インフルエンザ RNAポリメラーゼの
サブユニット間結合を原子レベルで解明することに成
功した．これまで RNAポリメラーゼの構造情報は，
電子顕微鏡による低分解能のものなど非常に限られて
おり 11)，立体構造をもとにした薬剤設計には不十分な
ものであった．最近になって，RNAポリメラーゼの
活性部位であるキャップ RNA結合部位の構造が報告
されたが，明らかにされたキャップ結合様式は，ヒト

図 3  
インフルエンザ RNAポリメラーゼの PB1-PB2サブユニットの構造．（a）PB1-PB2サブユニットの構造で，PBタンパク質分子は赤色で表して
いる．PB1は緑色で示している．（b）PB1-PB2サブユニットの構造の結合部位の静電ポテンシャル図．正電荷（1）を青色，負電荷（1）を
赤色で示している．（c）PB1と PB2間で構成されている疎水性結合と水素結合を点線で示している．点線の水素距離は，2.4-3.2 Åである．
（d）PB1-PB2サブユニットの疎水結合のようすを，分子表面図を用いて示している．PB1分子を黄色，PB2分子を青色で示している．

図 4  
アミノ酸 1次配列比較と変異体の実験．（a）疎水性残基を置換した変異体での RNAポリメラーゼ活性を示す．（b）PB1と PB2の 1次配列を
本研究で用いた H1N1，鳥インフルエンザ（H5N1）と豚由来新型 H1N1で比較している．完全に一致しているアミノ酸を黒文字，異なって
いるアミノ酸を赤文字で示している．また，本研究で明らかになった構造をもとに，赤色背景に白文字で疎水結合形成残基を示す．
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のもつキャップ結合タンパク質のものと非常によく似
ており，この部位をもとにした薬剤は副作用の心配が
出てくる 6)．
本研究のターゲットである各サブユニット間の結合
部位は，RNAポリメラーゼ全体のわずか 3-5%に過ぎ
ないが，その全体的な活性に強く影響を与える．この
ような特徴的な結合様式は，インフルエンザウイルス
の増殖機構に相関していると考えられる．各サブユ
ニット間の結合部位を少なくすることで，より柔軟な
構造変化を可能にし，より効率的な転写・複製機能を
備えているように見える．
一方で，本研究で明らかになったサブユニット結合
様式はインフルエンザに特有のものであり，設計され
る薬剤による副作用の心配は比較的小さいと考えられ
る．今後，まだ明らかにされていない部位の構造や，
RNAポリメラーゼ全体の構造が明らかにされること
により，その詳細な機能の解明が成され，またそれが
さらに効果的な新規抗インフルエンザ薬の設計につな
がっていくと期待される．
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1. はじめに

生命を分子という部品に還元し，その論理を理解し
てシステムを再構築して理解しようという生物物理
学的試みにおいて，設計図ともいうべき部品の分布と
構築を調べる必要がある．情報が DNAで一次元的に
並んでいるゲノムにおいてこの目論見が大成功した
ことは諸兄のご存じの通りである．さらに RNA，タ
ンパク質，代謝物など多種類の構成要素が二次元的，
三次元的に配列している他の生体物質を分析する手法
の研究が進んでいる．Allen Brain Atlasのような網羅的
な in situ hybridizationによるmRNAの分布の可視化や，
GFPなどの蛍光タンパク質でのラベルなど，その多
次元的な特性からイメージング，ポストゲノム研究と
よばれる分野である．
筆者らは，既存のイメージング手法がカバーしてい
ない生体代謝物をも可視化できる新しいイメージング
手法，質量顕微鏡法を開発しているので本稿で紹介し
たい．この顕微鏡は光や電子を検出するのではなく質
量を検出し可視化する．これにより対象物質を限定す
ることなく生体内の物質を未知物質も含めて一度に
数千に及ぶ分子の検出・同定が可能であり，さまざま
な生体分子の分析に使用され始めている 1)-4)．

2. 質量分析法

質量分析法は分子をイオン化させ，その質量数に

従って分離・測定することで試料中の分子の質量や構
造を解析する．イオン化の方法として質量顕微鏡では
マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 (MALDI; 
matrix assisted laser desorption/ionization)が一般的であ
る．MALDIは，2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB)や - 
cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA)といった有機化
合物に代表されるイオン化補助剤のマトリックスを
観察試料に塗布して結晶を作り，その後レーザーを
照射することで物質をイオン化させる方法である．
この方法は，従来のイオン化法では壊れやすかった分
子量 10万以上のタンパク質などの生体分子までイオ
ン化することが可能である．2002年に田中耕一氏ら
はこの原型となるソフトレーザーイオン化法の発明で
ノーベル化学賞を受賞した 5)．イオン化された分子は
飛行時間型質量分析計 (TOF-MS; time of flight mass 
spectrometer)に送られる．TOF-MSではイオン化され
た試料を電場によって加速し一定距離飛行させ，そ
の飛行時間が質量と電荷の比（質量/電荷，m/z）に応
じて分析される．こうして得られた質量情報はデータ
ベースと照合することで測定分子を同定することが
できる．
さらにMALDI質量分析はタンデム質量分析 (MSn)

による物質の構造解析も可能である．MSnは特定の質
量のイオン化された分子を質量分析計内に残し，その
イオン化分子を衝突誘起解離 (CID; collision-induced 
dissociation)により分解し質量分析を行う．そして，
解離により生じたイオン化分子を同定することによ
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り，解析対象物質の構造を再構築する．このMSnは
未知の物質を推定する際にも有効な手段となる．

3. 質量顕微鏡法の開発

しかし，こうした従来の質量分析法では解析対象分
子を分離精製する前処理が必要であり，組織内での分
布や局在といった位置情報は失われてしまっていた．
この問題は生体試料表面から直接イオン化させ TOF-
MSにより分析することで解決できる．こうした方法
を直接質量分析とよび，1940年代から存在したが，
ソフトなイオン化法が存在しなかったために分子は破
壊され，原子マッピングとなっていた．前述の島津製
作所の田中らのマトリックスの発明によって現代的な
イメージングマススペクトロメトリー（質量顕微鏡法）
が可能となった．
筆者らはその島津製作所と共同で，MSnが可能であ
る既存の質量分析装置 AXIMA-QITをベースにイメー
ジングマススペクトロメーター（MALDI-QIT-TOF-MS
型質量顕微鏡）を開発した（図 1）．この装置は四重
極イオントラップ (QIT)という４本の電極で構成さ
れたイオントラップ装置を備えている．
イオントラップ装置は文字通り荷電粒子を限られ
た空間に閉じ込めるための装置であるが，「Earnshaw
の定理」にあるようにイオンなどの荷電粒子を静電場
だけで安定なつり合い状態に維持することはできな
い．そこで高周波電圧を使って，イオンを限られた空
間に留めている．この方法は Paul trapとよばれ考案し
た V. W. Paulは 1989年にノーベル物理学賞を受賞し
た．四重極イオントラップ内の荷電粒子の運動は以下
のMathieu方程式で表わされる．

 m
d 2u―dt 2   

m2

―4
(au  2qu cost)u

ここで，u  x, y, zであり，それぞれ X, Y, Z座標を
表わす．そして，mはイオンの質量，は高周波電圧
の角振動数である．また，Mathieu方程式の解の安定
性はパラメーター au, quに依存する．
イオントラップを行うためには，この方程式に安定
解を与えるau, quの条件を求めればよい．イオントラッ
プでは，電圧を変化させることで特定イオンのトラッ
プが不安定になりトラップ外に出ていくことで選択的
に任意のイオンを分離している．四重極イオントラッ
プのさらなる詳細については文献 6を参照されたい．
われわれはこの四重極イオントラップ飛行時間型質
量顕微鏡を使用して，生体組織内に存在する塩や他の

雑多な物質の中から目的物質を検出して画像化し，
MSnによって同定することに成功し，市販した 7)．
われわれとほぼ同時期に米国のメーカー ABI社，
ヨーロッパのメーカー Bruker社からこの質量顕微鏡
法（ABI社はMass Spectrometry Imaging，Bruker社は
Molecular Imager）が市場に出，試料を破砕せず生体内で
の位置情報を分析する手法，質量顕微鏡法が生まれた．
ここで，観察試料内での詳細な位置情報の取得には
高い解像度が必要である．イオン化法のMALDIはマ
トリックスが生体試料上で結晶化するため，マトリッ
クスの結晶サイズに解像度は大きく影響されるとい
う問題がある．この課題を克服するために新たなマト
リックスであるナノ粒子イオン化支援剤 (nano-PALDI; 
nanoparticle-assisted laser desorption/ionization)法を開発
した．このマトリックスはナノ粒子が結晶を作ること
なくイオン化支援を行うため，マトリックスの結晶サ
イズに解像度が依存しない．以前にもマトリックスを
使用せずに分析を行う質量顕微鏡である LDI (laser 
direct imaging)において，解像度を上げる手段として
金属酸化物をコアとしたナノ粒子（d 約30 nm）が 
用いられ，一定の効果を上げてきた．しかしながらこ
の場合，ナノ粒子と共にグリセロールが存在すること
が必須であり，組織上においては解析対象物を遊離，
移動させてしまう問題があった．これに対し nano- 
PALDIでは，酸化鉄 (III)がケイ素シートに挟まれた
構造をもつ非晶質の機能性ナノ粒子を調製し，マト
リックスとして使用した．このナノ粒子は解析対象
物のイオン化を向上させる目的で，表面に水酸基とア
ミノ基を有しており，その直径は 3-4 nmである．こ
の直径は DHBといった既存のマトリックスの径
（50 m）よりも小さく，高い解像度が得られると期
待される．またナノ粒子表面の水酸基およびアミノ基
と解析対象物との距離が小さくなることから，レー
ザーエネルギーを吸収したナノ粒子から解析対象物へ
のエネルギー転移が容易に起きることが期待される．

図 1  
質量顕微鏡の概略図．可動式ステージに乗せられた試料は光学観
察および質量分析イメージングが行える．QITや TOF-MSにより
質量分析部が構成される．（電子ジャーナルではカラー）
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実際，ラット小脳にナノ粒子を用いた解析におい
て，リン脂質の phosphatidylcholine (PC)とスフィンゴ
糖脂質の galactocerebroside (GalCer)の組織内分布を調
べたところ，従来のマトリックスである DHBを使用
した場合に比べて，nano-PALDIを使用した場合はこ
れら物質が存在する組織内領域への局在が明瞭であっ
た（図 2）．また，空間分解能は 15 mを達成し細胞
レベルの解像度となった 8)．

4. 大気圧型質量顕微鏡

一般にMALDIでは標本は真空中に置いて観察され
るため，揮発しやすい物質は気化してしまい組織形
態が変化してしまうことがある．組織切片中の微細
な構造や生体分子の構造を保つためには，大気圧下
で観察することが望ましいと考えられる．そこで，
大気圧下で観察を行う AP-MALDI (atmospheric pressure 
matrix assisted laser desorption/ionization)を開発した．装
置は顕微鏡観察部，MALDIイオン源，デジタルイオ
ントラップ (DIT; digital ion trap)と多重周回型飛行時
間質量分析計 (mTOF; multi-turn time of flight)の質量
分析部およびデータ処理系で構成されている．TOF
は質量分析解像能が飛行時間に比例するため分解能を
向上させるためには装置を大型化する必要があった
が，mTOFではイオンを周回飛行させることで装置を
大型化せずに分解能を上げることが期待される．これ
らの構成装置のうち AP-MALDIでは顕微鏡観察部と
MALDIイオン源が大気圧に設定されている．
従来の手法では植物の組織内における揮発性物質は
蒸留により抽出しガスクロマトグラフィーで同定して
きた．また，水溶性物質は適した緩衝液で抽出し，液

体クロマトグラフィーや質量分析法で同定していた．
しかし，これらの方法では物質が組織内のどこに存在
していたかという詳細な位置情報は失われてしまう欠
点があった．この欠点は質量顕微鏡により克服できる
と考えられる．実際，AP-MALDIをショウガ（生姜）
切片に適用することによって，揮発性の辛味，匂い成
分を細胞内器官レベルの分解能で可視化することがで
きた．
ショウガには黄色い油滴を含有する細胞があること
が知られており，ここには 200以上の物質が含まれて
いることがわかっている．AP-MALDIをショウガ切片
に適用したところ，ショウガの辛味物質の主成分であ
る 6-gingerolは黄色の油滴に局在した．一方，他の辛
味成分の 1つである diterpeneは 6-gingerolとは異なる
油滴に存在し，匂い成分の monoterpeneは油滴とは異
なった分布を示した．これらのことからショウガでは
辛味成分と匂い成分が異なる細胞内器官に存在してい
ることが示唆された（図 3）．そして，MSnを行うこ
とにより 6-gingerolを同定することができ，今回開発
した AP-MALDIを用いてもMSnを行えることが証明
された．以上のことから生きた植物組織において細胞
内器官レベルの物質検出と同定が AP-MALDIにより
可能であることが示された 9)．

5. おわりに

質量顕微鏡法はターゲットを絞らずにタンパク質か
ら脂質，糖の可視化まで幅広い分子に向けて使用可能
になってきている 10), 11)．また，ユビキチン化 12)，チ
ロシン化 13)，グルタミン酸付加 14)，グリシン付加 15)

といったタンパク質の翻訳後修飾を分析する際，質量

図 2  
ラット小脳における nano-PALDIを用いた脂質分子のイメージング．（a）ラット小脳切片のHE染色像．（b）マトリックス噴霧前の光学像．（c
および d）マトリックスとしてナノ粒子を噴霧．（eおよび f）DHBを噴霧．（dおよび f）質量顕微鏡による脂質分子像．DHBに比べナノ粒
子を用いたほうが，脂質分子の局在が鮮明に見える．m;小脳分子層，w;白質，g;顆粒細胞層．（文献 8より改変して転載）（電子ジャーナ
ルではカラー）
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大畑健次

分析法は最も有効な方法である．さらに質量顕微鏡で
は既存の質量分析法では得られなかった解析対象物質
の位置情報を知ることができる．今後，質量顕微鏡に
よって翻訳後修飾を受けたタンパク質の分布を検出す
ることが期待される．
また，質量顕微鏡は病理分野での応用が特に期待さ
れる．未知の物質を含め網羅的に解析できる質量顕微
鏡を病理標本に用いれば，予期しなかった物質が検出
され疾患の新たな原因が発見できるかもしれない．そ
の発見によりそれまで不治と考えられていた疾患の治
療法や予防法が見つかる可能性が考えられる．それか
ら，質量顕微鏡を用いて組織内での薬物動態や薬物投
与による反応を分析することが可能であり，創薬分野
における使用も広がることが期待される．
質量顕微鏡は今まで一次元で行われてきた質量分析
を二次元で行い物質の位置情報を得ることができた．
生体は三次元でしかも時間的に変化するダイナミズム
をもっている．今後は，質量顕微鏡を三次元に拡張
し，生きた状態での空間内の物質分析が期待される．
そのためには，まずは組織を大気圧下に置くことが
できるようにすることが技術的な障壁であった．今回
開発した大気圧型質量顕微鏡は生体をすべての構成分
子のリアルタイムの挙動としてとらえる夢への重要な
ステップといえるだろう．
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1. Hebb博士のセル・アセンブリ仮説

セル・アセンブリ（cell assembly）とは，心理学者
Donald. O. Hebb博士が1949年に提唱した概念である 1)

（図 1）．これを簡単に定義すれば，ニューロン（神経
細胞）間の機能的な結合に基づき随時形成される集団
であり，情報を脳内で表現する基本単位である．その
仮説にいたる Hebb博士の問題意識は，脳における知
覚の体制化から出発した．体制化とは，たとえばいろ
いろな形や大きさをもつ三角形は，網膜上を刺激する
点がそれぞれ違うにもかかわらず，1つの「三角形」
というカテゴリーとして知覚されるという機能であ
る．Hebb博士は，Lorente de No博士が当時発見した
神経系におけるフィードバック回路の存在をヒントと
して，この知覚の体制化を説明しようとしたが，その
中心が，同時に活動するニューロン間の機能的シナプ
ス結合が強化されることで作られる機能的なニューロ
ン集団，すなわちセル・アセンブリであった．そして
このような機能的なニューロン集団が脳内で情報を表
現する単位であり，だからこそ，複数の異なる刺激に
基づく知覚や記憶の体制化，断片的な刺激に基づく全
体像の知覚，記憶の想起，さらには，外的な刺激を必
要としないイメージの形成や思考などが可能となると
考えた 2), 3)．
このようにセル・アセンブリは，ニューロン集団と

いう実体として仮定されたものであるが，その直接的
な測定となると当時の技術ではまったく不可能であっ
た．そのため，仮説提唱後の長きにわたり，感覚遮断
や静止網膜像など，行動を対象とした心理実験の結果
を説明するための構成概念としておもに活用されてき
た．また脳を直接研究している神経科学者の多くは，
セル・アセンブリ仮説を知識として知っていても，自
らの研究に反映させようとはせず，一部では「心理学
者の妄想」などと蔑視すらしていた．しかし 1980年
頃から，脳の情報表現という問題が神経科学のテーマ
として登場し，単一ニューロン仮説（認識細胞仮説）
などという単純な仮説が広まったことから，その粗末
さに気づいた研究者が次第にセル・アセンブリ仮説に
注目し始めたのである．

2. 現代のセル・アセンブリ仮説

当然，半世紀以上も前に考えられた Hebb博士のセ
ル・アセンブリ仮説には，いくつかの修正が必要であ
る．特に，発火頻度が共に上昇するニューロンがセ
ル・アセンブリを形成するというオリジナルの考えに
は問題がある．もしそうであれば，異なるセル・アセ
ンブリを構成するニューロンが少しでも重複し，それ
ら複数のアセンブリが同時に働いた場合，どのニュー
ロンがどのセル・アセンブリに属するのか区別できな

生物物理 50（2），084-087（2010）
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くなってしまう．そこで単なる発火頻度の上昇ではな
く，時間的に相関した発火，すなわち同期発火する
ニューロン同士がセル・アセンブリを構成すると考え
なければならない．1990年頃から知られるように
なった複数ニューロン間の同期発火や，その周期的反
復による振動的発火（オシレーションとよばれること
も多い）も，このようなセル・アセンブリの姿に合致
している．
現在，セル・アセンブリについて最大公約数的にま
とめるならば以下のようになる．それは協調的な活動
により随時形成される機能的なニューロン集団であ
り，集団を構成するニューロン同士は同期的な発火を
示す．個々のニューロンは異なる複数のセル・アセン
ブリに重複して参加し，なおかつ必要な情報表現に応
じて集団内や集団間の機能的結合を変化させ，大小の
セル・アセンブリを随時形成する．ニューロンをつな
ぐシナプス強度の増減は，ヘッブ則（Hebb rule）つま
りシナプス前ニューロンと後ニューロンの同期発火に
より制御される．

3. マルチニューロン活動の記録

セル・アセンブリというニューロン集団を，活動し
ている脳，すなわち覚醒し行動している動物から検出
するためには，多数のニューロン活動の長時間にわた
る同時記録（これをマルチニューロン活動の記録とよ
ぶ）が必要である 4)-6)．しかし，ひとつひとつの
ニューロンの活動を順次記録していく従来の単一
ニューロン活動記録法は比較的容易であるが，マルチ
ニューロン活動の記録には技術的な困難が伴う．まず
電極さえ標準品が確立されていない．またどのような
電極であれ，近傍にある複数のニューロンから混在し
た活動を検出するため，個々のニューロン活動を正確
に分離する作業が必須となる．解析方法についても，
発火頻度ヒストグラムのような決まった方法はなく，
研究の目的毎に工夫を凝らさねばならない．このよう
にマルチニューロン活動の記録は，単一ニューロン活

動の記録と比べ実践上の困難が多数あり，高度な技術
を要するため，いまだにその研究者は限られている．

4. 実験的証明と大きさの問題

そのような困難を克服し，行動している動物からマ
ルチニューロン活動を記録し解析することでセル・ア
センブリの存在を示唆した研究もいくつか行われてい
る．筆者もこれまでに，異なる複数の課題を行ってい
る同一ラットの海馬体や新皮質からマルチニューロン
活動を記録し解析することで，セル・アセンブリの存
在を示唆する 2つの特徴を検出し報告してきた 7)-12)．
それらの特徴とは，まず，特定の機能を表す活動が複
数の課題で生じるニューロンと，1種類の課題でしか
生じないニューロンの両方が存在することであり，ま
た，ニューロン間の機能的シナプス結合を表す同期発
火が，異なる課題の間で変化することであった．
そのような研究により，セル・アセンブリの存在は

示唆されてきたが，どの研究者も解決できない大きな
問題が残っていた．それはセル・アセンブリの大き
さ，すなわちそれを構成するニューロンの数と範囲の
問題である．セル・アセンブリは，近接した少数の
ニューロン間でも，あるいは離れた多数のニューロン
間でも，自在に作られ得る機能的な集団であるが，最
も協調しやすいはずの近接したニューロン同士が作る
セル・アセンブリについては，実験で検出することが
不可能だったのである．いい換えれば，これまでの研
究が示してきた同期発火は，隣り合うような近接した
ニューロン間ではなく，やや離れたニューロン間につ
いてのみであった．
その理由は技術な限界である．いうまでもなく，覚

醒し行動している動物からニューロン活動を長時間記
録するためには，ニューロンの近くに電極を止め記録
する細胞外記録法を用いなければならない．電極を
ニューロンに刺す細胞内記録法では，短時間でニュー
ロンが死んでしまうからである．しかし細胞外記録法
では，近接した複数のニューロンの活動を近くにある
同じ記録電極が検出してしまう（図 2）．
そこで，それら混在した活動から個々のニューロン

の活動を分離しなければならない．従来そのような分
離は，ニューロン毎のスパイク波形の違いに基づいて
いた．しかし，1つのニューロンが発するスパイク波
形が一定であるという前提は，細胞「内」記録で検出
した場合であり，細胞外記録法では，ニューロンと電
極の間に抵抗値をもつ脳組織が存在し，しかも血流や
代謝の変化によりその抵抗値も時々刻々と変化するた

図 1  

セル・アセンブリの簡単な概念図．黒丸は活動しているニューロ
ン，太線は機能的な結合を意味する．文献 2より転載．
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め，同じニューロンから検出したスパイクの波形が非
定常に変動することも多い．さらに，大きさの異なる
スパイクを連続的に発生する（スパイク・バースト）
ニューロンも海馬などに多数存在している．そのた
め，覚醒動物からの細胞外記録では，スパイクの波形
だけから個々のニューロンの活動を正確に見分けるこ
とはきわめて難しい．また，近接した複数のニューロ
ンが同時に発火しスパイクを出した場合，1つの電極
上ではそれらの波形が重なり合ってしまい，個々の
ニューロンを区別することがまったく不可能になる．
これをスパイク・オーバーラップ問題とよぶが，セ
ル・アセンブリは同期発火するニューロン同士で作ら
れるため，この問題は致命的であり，近接したニュー
ロンからなるセル・アセンブリは検出できないことに
なる．
そこで筆者の共同研究者であった高橋晋博士（現在
は京都産業大学コンピュータ理工学部教員および科学
技術振興機構「さきがけ研究」研究員）は，独立成分
分析（Independent Component Analysis, ICA）を応用し
た独自の分離法を開発した 13)-15)．ICAとは工学的な信
号処理技術の 1つであり，特性の異なる信号源を分離
するための計算手法である．この方法を用いること
で，スパイク波形の変動に影響されることなく，しか
も完全にオーバーラップした波形からも個々のニュー
ロンの活動を正確に分離することができる．高橋博士
は ICAに神経科学実験用の解析法を組み合わせるこ
とで，信号源としての個々のニューロンを正確かつ自
動的に分離できるようにした．

5. 局所的セル・アセンブリの検出

筆者と高橋博士は，この ICAを活用した手法を用
いることで，近接したニューロン同士のほとんどが高

い時間精度で同時発火をくり返すこと，すなわちそれ
らが局所的セル・アセンブリを構成しており，情報表
現の単位として働いていることを見いだした 16), 17)．
まず同じサルに 2種類の記憶課題を訓練した．訓練
後，4本のマイクロワイヤーを 1組とした特殊電極
（テトロード電極）を 6組連ねたものを，それを脳内
で自由に上下するためのマイクロドライブに取り付け
前頭連合野内の数ヶ所に刺し（図 3），2つの記憶課
題を順に行っている時の多数のマルチニューロン活動
を記録した．そして，記録したマルチニューロン活動
を ICAによる方法で個々のニューロン活動に分離し
解析した結果，約 10分の 1ミリメートルの範囲内に
あるニューロン同士の約 80%が，1000分の 1～ 5秒
の精度で正確に同期発火していることがわかった．ま
た，サルが脳内で表現する情報の違い（課題の違い）
に応じて，同期発火が生じたり生じなかったりするこ
とも明らかになった．
これらの結果は，近接したニューロン同士の多く
が，ある情報を表現するために局所的なセル・アセン
ブリを作り活動していることを示している．このよう
な局所的セル・アセンブリが存在することの意義は明
らかである（図 4）．それを信号を出力する側として
見た場合，時系列的に不安定な単一ニューロンの発火
を補い，標的とするニューロンへ常に安定した信号を
送ることを可能にしている．また，信号を入力として
受ける側に立てば，局所的セル・アセンブリの同期発
火により多数入力の同時性が保証され，脱分極による
発火がより生じやすくなる．すなわち局所的セル・ア

図 2  

細胞外記録の模式図．電極が発火を検出するニューロンを灰色で
表している．同じ電極が近傍にある複数ニューロンの発火を検出
してしまう．

図 3  

実験 16)で用いた記録法．電極制御用マイクロドライブは，サルの
前頭連合野上の頭蓋骨に取り付けられ，特殊電極を上下に動かす
ことができる．特殊電極は，直径 2/100ミリのタングステン線
4本を束ねたテトロード電極を 1/2ミリ間隔で 6本並べたもので
ある．文献 16を改変．
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櫻井芳雄

センブリの存在は，ニューロン 1つ 1つの活動が不安
定であり，時にはニューロンそのものが死滅するにも
かかわらず，なぜ脳が安定した信号伝達と情報表現を
実現しているのかという長年の謎に対し，1つの解答
を与えてくれるように思える．

6. セル・アセンブリの解明がもたらすもの

セル・アセンブリの解明は，脳の情報表現の実態を
理解するうえで必須であるが，それは脳の理解だけに
とどまらない．たとえば，脳を模した情報処理装置の
設計に繋がる可能性があり，さらには，脳が表現する
情報を外に取り出すことで機械を操作する技術（ブレ
イン－マシン・インタフェースとよばれる）の実現に
も寄与する可能性がある 18), 19)．また，脳は単なる精
密機械とは異なり，小さな損傷では機能があまり損な
われず，大きな損傷でも機能が回復することがある．
そのような機能代償など脳の可塑性の背景をなすメ
カニズムについて，5.の最後でも少し触れたが，セ
ル・アセンブリの解明から理解が進み，いわゆる神経
リハビリテーションの発展へとつながる可能性もあ
る．生きて行動している人間や動物の脳内で働いてい

るセル・アセンブリを検出しその実態を明らかにする
ことは，神経科学の基礎研究にとっても，また神経科
学の応用的な活用にとっても，大きな意味をもつであ
ろう．
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 1) Hebb, D. O. (1949) !e organization of behavior—a neuropsycho-
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 2) 櫻井芳雄 (2000) 脳の科学 23, 81-86.
 3) 櫻井芳雄 (2002) 考える細胞ニューロン，講談社，東京．
 4) 櫻井芳雄 (2000) 神経回路学会誌 7, 3-7.
 5) 櫻井芳雄 (2003) 脳の科学 25, 19-26.
 6) 櫻井芳雄 (2004) 電子情報通信学会誌 87, 279-284.
 7) Sakurai, Y. (1994) J. Neurosci. 14, 2606-2623.
 8) Sakurai, Y. (1996) J. Neurosci. 16, 2809-2819.
 9) Sakurai, Y. (1996) Neurosci. Res. 26, 1-16
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図 4  

局所的セル・アセンブリの同期発火の意義を示す模式図．灰色が
発火しているニューロンを表す．詳しくは本文参照．
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フィードバック回路
Feedback circuit
出力を入力側に戻す経路や操作が含まれている回
路のこと．もともとは生物の恒常性や多様性を支
えるしくみから考えられた．工学的には，増幅器，

発振器，演算装置，自動制御装置などに利用され
ており，その他にも生物学や経済学のモデルなど
に広く適用されている．（84ページ） （櫻井）

※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

細胞内で小胞輸送を行うモータータンパク質である
ミオシンVやVIでは，構造変化を伴った運動と共に，
ブラウン運動を経て一方向運動していることが直接観
察されている 1)．このことは，等方性のブラウン運動
から一方向成分を取り出す（整流する）機構が存在す
ることを示すものであるが，その機構の実体はよくわ
かっていない．本稿では，ミオシン VIのブラウン運
動整流機構に焦点を当てた著者らの研究を紹介する．

2. ミオシン VIの二足歩行運動

ミオシン VIは，エンドサイトーシスなどに関与し，
細胞骨格であるアクチンフィラメントのレール上で一
方向性の輸送運動を行うモーターである．ATPを加水
分解し力発生を行うモーター部位（足）を蛍光ラベル
し 1分子観察を行うことによって，2つの足をもつミ
オシン VI分子は，交互にレール前方に着地し連続的
な二足歩行運動を行うことが明らかになっている 2)

（図 1a）．
両足は，歩行運動中のほとんどの時間をアクチンに
強く結合している．後足に ATPが結合すると後足の
みがアクチンから解離してブラウン運動を行い，前方
のアクチンに強く結合して 1回の歩行が終了する．そ
のブラウン運動は，前足から伸びたネック部位（脚）
先端を支点にして行われると考えられる．また，ブラ
ウン運動している足に結合している ATPは ADPと Pi
に分解され，その間，足とアクチンとの親和性は弱い
（Kd～30 M）．そのため，ブラウン運動している足は
アクチンに結合しても短時間（約 1 ms）でアクチン
から解離し（図 1b），Piが解離するとアクチンと強く
安定に結合する 3)．

3. 前方の着地を保証するストレインセンサー

ブラウン運動している足は，アクチンフィラメント
の螺旋ピッチサイズである約 70 nm前方で着地する．

脚の長さから考えると，着地した位置で両足間には分
子内張力が働いていることが予想される．ミオシン V
や VIでは，張力（負荷）が足に加わることによって
ADP解離速度や ATP結合速度定数が変調されること
が報告されている 4)．著者らは Piの解離速度も同様に
張力依存的に変化する可能性を考えた．着地点で分子
内張力が加わり Pi解離速度が上昇すれば，ブラウン
運動していた足はアクチンと強く結合してその位置で
の着地が保証される 5)．
上記の仮説を実験的に検証するために，光ピンセッ
ト法を用いたミオシンの操作を sの時間領域まで向
上させ，Pi解離前の足に張力を加えるシステムを構築
した．ミオシン VIの足 1個を光ピンセットで操作し，
アクチンフィラメントに沿って 80 sの時間でスキャ
ンすると，スキャンの途中で sから数百 msの時間領
域に渡る結合がときどき確認された（図 1c）．結合時

生物物理 50（2），088-089（2010）

ストレインセンサーが制御するミオシンVIの 
ブラウン運動整流機構
岩城光宏　大阪大学大学院医学系研究科生体生理医学専攻

Brownian Search-and-Catch Mechanism for Myosin-VI Steps
Mitsuhiro IWAKI
Division of Physiological Sciences, Graduate School of Medicine, Osaka University

図 1  

（a）ミオシン VIの二足歩行運動．詳細は本文を参照．（b）ADPと
Piを保持した足がアクチンと弱く結合している状態と力を加える
方向．（c）光ピンセットで足をアクチンに沿って走査して得られ
たデータ．矢印の所で結合が確認できる．（d）各実験（おのおの
異なるミオシン VI分子）での強い結合の観察数．白：後方向負荷
時，灰色：前方向負荷時．（電子ジャーナルではカラー）
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ミオシン VIのブラウン運動整流機構

岩城光宏（いわき　みつひろ）
大阪大学大学院医学系研究科助教
2006年大阪大学基礎工学研究科博士課程修了．
博士（理学）．07年より現職．
研究内容：モータータンパク質の機械刺激応答お
よび環境応答機構の解明
連絡先：〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-3　ナ
ノバイオロジー棟 7F

E-mail: iwaki@phys1.med.osaka-u.ac.jp

岩城光宏

間は，Pi解離後の強結合状態での分布（足からの
ADP解離と ATP結合の逐次反応時に得られる数十 ms
でピークをもつ山型の分布）と，310 sの時定数をも
つ一次の指数減衰分布から構成されていた．310 sの
分布は，1 ms程度結合している Pi解離前の足を s領
域の操作によって引っ張り，破断された状態を観察し
ていると考えられた．

Pi解離後の強結合頻度の負荷方向依存性を調べる
と，前方向負荷時に比べて後方負荷時では強結合の頻
度が上昇していた（図 1d）．詳細は文献 6に譲るが，
Pi解離速度定数を後方向負荷存在下で見積もると，無
負荷時に比べて約 30倍加速されていた．このことは，
無負荷時には，生化学的測定 3)によって示唆されてい
るように，アクチンと Pi解離前の足が複数回の結合・
解離を経て Piを放出するのに対し，後方負荷存在下
では，1回の結合で Pi放出できることを意味する．
ミオシン VIの二足歩行運動に話を戻すと，ATPを
結合しブラウン運動している足は，アクチンととき
どき弱い結合をしながらもアクチンから解離する．そ
して，約 70 nm前方に結合すると，その足に対して
後方向に分子内張力が働くため，その位置で Piを解
離し強く結合しやすくなると考えられる（図 2）．張
力を感じて Piを放出しアクチンに強く結合する，も
しくは力発生する，この機構を「ストレインセンサー
機構」とよび，ブラウン運動している足はこの機構に
よって前方での強結合を保証されるため，結果として
ブラウン運動から一方向成分が取り出されることに
なる．
アクチンフィラメント上の複数の結合位置を探索す
ることを可能にするブラウン運動と，前方への着地を
保証するストレインセンサーの仕組みは，混雑し障害
物の多い細胞内環境下で迂回路を探索するための自由
度と，後方外部負荷が加わり前方へ弱結合する機会の

少ない条件下でも足が効率的に前方に強結合して仕事
を行うことを両立させている．

4. おわりに

ミオシンの運動機構には諸説あるが，脚が前方に構
造変化して一方向運動を行うモデル 7)が最もポピュ
ラーであろう．ミオシン VIの脚もたしかに構造変化
が起こるだろうが，脚の角度は比較的不安定であると
の指摘もある 8)．また，脚の構造と硬さについても議
論されているところである 9), 10)．脚の構造変化によっ
て外部後方負荷に打ち勝つだけの仕事ができなけれ
ば，ストレインセンサー機構は方向性制御機構に大き
な意味をもってくるだろう．
本研究で重要なのは，ミオシン VIが，張力の「方

向」と「強さ」という機械的な信号から，「自身の位
置」と「外部状況（負荷）」を感じて応答し，効率的
な力発生や外部環境の変化に対応する適応性を獲得し
うる点である．他のモータータンパク質も柔軟に機能
するためのストレインセンサー機構を備えているので
はないかと期待している．

謝　辞
本研究は，大阪大学大学院生命機能研究科の柳田敏

雄教授と共に行ったものである．深く感謝いたします．
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図 2  

荷物を結合したミオシン VIの二足歩行モデル．後方向負荷が足に
加わると Piの放出経路（バックドア）が開き，ADP結合部位（フ
ロントドア）は閉じることで，前方でアクチンと安定した強い結
合状態を保つ．（電子ジャーナルではカラー）
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1. はじめに

タンパク質は生理的条件下における水溶液中でユ
ニークな天然構造に折りたたむ．折りたたみに伴い，
タンパク質は数多くの異なる構造をとることのできる
変性状態から，1つの定まった構造の周りでゆらぐだ
けの天然状態へと変化するので，タンパク質自身のエ
ントロピー（以後タンパク質の構造エントロピーとよ
ぶ）は折りたたみに伴い減少する．つまり折りたたみ
に伴い大幅なエントロピー損失が生じるので，タンパ
ク質が折りたたむためにはこの損失を凌駕するエンタ
ルピーもしくはエントロピー因子が不可欠である．
折りたたむ主要な駆動力として，疎水基の埋没によ
る水のエントロピー利得をあげることが多い．疎水基
の近傍では水素結合の強化による水分子の強い構造化
が起こっていると考えられている．この構造は Iceberg
（氷様）構造とよばれており，この構造を形成するこ
とにより水のエントロピー損失（おもに水分子の回転
の自由度の減少に起因）が生じる．構造化した水分子
の数を減少させるために疎水基を埋没する力が働き，
タンパク質が折りたたむと考えられている．しかし氷
様構造の存在について否定的な結果も多く 1)，この描
像の妥当性には疑問が残る．
われわれは，折りたたみに伴う水の並進エントロ
ピー利得が最も主要な駆動力であると提案してい
る 1)-3)．われわれの描像について図 1を使って説明す
る．水中にタンパク質が存在すると，水分子の重心が
入れない排除空間（タンパク質そのものの空間＋水色
の空間）が存在する．排除空間の容積（排除容積）が
大きいほど水分子の移動できる空間が少ないので，水
のエントロピー損失が大きい．タンパク質が折りたた
むと排除空間のオーバーラップが起こり，排除容積が
減少する．このことによる水分子の並進配置のエント
ロピーの増加が，タンパク質の構造エントロピー損失
を凌駕するのである．なお排除容積の変化の影響は，
タンパク質表面近傍の水分子だけでなく表面から離れ

た水分子にも及ぶ（たとえば満員電車において入り口
付近の人がたくさん降りると，入り口から離れた所で
も混雑が緩和することは誰しも経験することだろう）．
表面から離れた水分子への影響は小さいが，影響を受
けた水分子の数が非常に多いため，水の並進エントロ
ピー利得はタンパク質の構造エントロピー損失を凌駕
するほど大きくなる．タンパク質の疎水核ではしばし
ば密なパッキングが見られるが，このような密なパッ
キングを起こすと排除容積変化が大きくなり，水の並
進エントロピー利得は非常に大きくなる．
最近われわれは，アポプラストシアニンにおける折
りたたみの駆動力について理論と実験の両面から研究
を行い，この描像の妥当性を示すことにはじめて成功
した 4)．本稿では，この研究についておもに得られた
結果を示す．詳細は原著 4)を参照していただきたい．

2. アポプラストシアニン折りたたみの駆動力

寺嶋らは過渡レンズ法と過渡回折格子法による斬新
な実験手法を用いて，室温におけるアポプラストシア
ニンの折りたたみ（ほぼ定容・定圧下で進行する）に
伴うエンタルピー変化 Hを測定した．その結果，H
は非常に大きな正の値（870  60 kJ/mol）を示した 5)．
折りたたみに伴う自由エネルギー変化 G，タンパク
質の構造エントロピー変化共に負であるから，この結
果は折りたたみが水のエントロピーによって駆動され
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アポプラストシアニン折りたたみの熱力学： 
理論と実験との定量的比較
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#ermodynamics of Apoplastocyanin Folding: Comparison between Experimental and #eoretical Results
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図 1  

タンパク質折りたたみにおける排除容積の減少を模式的に示した
もの．タンパク質そのものの空間＋水色の空間の容積が排除容積
である．排除容積の減少に伴い水のエントロピーが大幅に増大す
る．（電子ジャーナルではカラー）
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ることを意味している（折りたたみに伴うエンタル
ピー変化，エントロピー変化共に負と考えられている
タンパク質が多いが，それは変性に伴う熱容量変化を
温度に依らない定数として見積もった artifactである
可能性が高いだろう 3)）．
われわれはアポプラストシアニンの折りたたみに伴
う水のエントロピー利得を理論的に計算し，その利得
の起源を調べた．われわれの理論計算では，タンパク
質各原子の（x, y, z）座標と水の分子モデルをインプッ
トし，分子性流体の統計力学理論に基づく方法論を
使ってタンパク質挿入に伴う水のエントロピー損失を
第一原理から計算する．この方法論では無限個の水分
子を扱い，さらに水のエントロピー損失の計算に重要
な多体相関（タンパク質―水分子―水分子間の 3体相関
など）も考慮している．
理論計算の結果，アポプラストシアニンの折りたた
みに伴い 1658 kJ/molもの水のエントロピー利得が生
じることがわかった．この結果をもとに，アポプラス
トシアニンの折りたたみに伴うエンタルピー損失を見
積もった．その際，タンパク質の構造エントロピー損
失はその範囲を見積もり，25Cにおける Gを多く
のタンパク質において観測されている値，50 kJ/mol
に設定した．結果は 652 kJ/molから 1303 kJ/molの間
となり，実測値 870 kJ/molはその間に入っている．す
なわち，われわれの理論を使って実測値を再現するこ
とに成功した．
さらに水のエントロピー利得の理論値をさまざまな
成分に分解し，大幅な水のエントロピー利得の起源を
調べた．その結果，折りたたみに伴う水のエントロ
ピー利得の 90%以上が並進の寄与であった．よって，
アポプラストシアニンの折りたたみが水の並進エント
ロピーにより駆動されることが明らかとなり，われわ
れの描像の妥当性を示すことにはじめて成功した．疎
水基の埋没による水の回転エントロピー利得は全体の
わずか数%しかなく，実験結果を説明するには小さ
すぎることもわかった．実測値を再現するためには，
折りたたみに伴う水の並進エントロピー利得を考慮す
ることが不可欠である．
アポプラストシアニンの折りたたみにおいて Hは
正なので，エンタルピーは折りたたみの駆動力ではな
い．Hが正の理由を考察する．タンパク質が折りた
たむと分子内水素結合や塩橋が形成され，エネルギー
利得が生じる．しかしそのためにタンパク質―水分子
間の相互作用を切断する必要があり，したがってこの
ことによるエネルギー損失も同時に存在する．アポプ

ラストシアニンの実験結果は後者が大きいことを意味
する（分子内水素結合や塩橋は必ずしも形成できるわ
けではない 1)ので，損失の方が大きくなることは充分
にあり得る）．

3. おわりに

この研究の特筆すべきことは，理論計算では第一原
理から熱力学量を求めており，フィッティングパラ
メータは一切使っていないことである．最も複雑な分
子構造を有するタンパク質と最も複雑な統計的振る舞
いを呈する水の組み合わせが対象であり，したがって
理論と実験の定量的照合に成功したことは驚嘆に値す
る．今後は寺嶋らの測定方法とわれわれの理論をより
多くのタンパク質に適用する必要があると考えてい
る．このことにより，タンパク質折りたたみに関する
研究で大きなブレイクスルーが期待できる．
さらにタンパク質の変性 1), 3), 6)-9)，分子認識 1)，アミ

ロイド線維形成 1)などにおいても水の並進エントロ
ピーが鍵となっていることが明らかになっている．し
たがって，生命現象を支える種々の自己組織化や秩序
構造形成過程のメカニズムを明らかにする上で，水の
並進エントロピーの概念はもはや必要不可欠であるこ
とを最後に強調したい．
京都大学の木下正弘先生および寺嶋正秀先生をはじ

め，多くの方々にご指導いただきました．木下正弘先
生と横浜市立大学の池口満徳先生には，この原稿に対
する有益なコメントをいただきました．ここに深く感
謝の意を表します．
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1. はじめに

生体膜はリン脂質，コレステロール，タンパク質な
どのさまざまな分子で構成されており，一方，それを
取り囲む生理溶液も，水分子，イオン，小分子などの
多様な物質で構成されている．これら 2つの領域が接
する界面においては，それぞれの領域を構成する分子
やイオンが複雑に相互作用することで複合体を形成
し，それが生体膜の構造や機能に多大な影響を与えて
いる．したがって，生体膜／生理溶液界面で生じる相
互作用や，その結果として生じる複合体形成の詳細を
分子レベルで理解することは，生体膜の構造や機能を
決定する分子レベルの起源を理解するために必要不可
欠である．
周波数変調原子間力顕微鏡（FM-AFM）1)は原子ス
ケールの空間分解能をもつ表面計測技術である．しか
しながら，従来その利用環境は超高真空中に限られて
いたため，それが生物・化学分野での応用の妨げと
なっていた．近年著者らは，FM-AFMの装置と手法
に大幅な改良を加え 2)，液中での FM-AFMによる原
子分解能観察を世界ではじめて可能にした 3)．本稿で
は，この最新の FM-AFM技術を用いて行った，脂質
二重層／リン酸緩衝生理食塩水（PBS溶液）界面の水
和現象に関する研究例を紹介する 4)．

2. 水和力の FM-AFM測定

FM-AFMでは，数 nm程度の先端半径をもつ探針に
働く相互作用力（Ft）を pNオーダの力分解能で測定
する．ここで，図 1aに示すように探針を脂質膜／溶
液界面へと近付けると，探針は，試料表面を構成する
分子だけでなく，水分子やイオンとも相互作用する．
したがって，界面近傍において水分子やイオンの分布
に偏りがあれば，計測される Ftにもそれが反映され
る．この性質を利用して，AFMにより水分子やイオ
ンの分布を分子レベルで計測できる．
マイカ基板上に作製した Dipalmitoylphosphatidylcho-

line (DPPC)二重層に，PBS溶液中で探針を徐々に近
付けていき，その過程で生じる Ftの変化を距離に対
してプロットすると，図 1bに示すような力―距離曲
線（フォースカーブ）が得られる．図から，フォース
カーブは 2つのピークをもつ振動的なプロファイルを
示すことがわかる．2つのピーク間の距離はおよそ
0.25 nmとなっており，ちょうど水分子 1個分の直径
に一致している．

DPPC/溶液界面では，脂質―水分子間の相互作用に
より，水分子の分布に偏りが生じている．分子動力学
シミュレーションによれば，水分子の密度は脂質頭部
からの距離に対して 0.2-0.3 nmの周期で振動的に増減
することが知られており 5)，本実験で得られたフォー
スカーブとよい一致を示している．この結果は，FM-
AFMにより，水分子の密度分布を直接計測評価でき
ることを示している．

FM-AFMは，X線や中性子線を用いた反射・回折測
定法とは異なり，ナノスケールの局所領域における水
分子の分布を計測できる．したがって，それらの従来
手法では平均化されて見えなかった局所的な情報が得
られるものと期待される．

3. 水和層の FM-AFM観察

前述のように，FM-AFMでは探針に働く力 Ftを測
定する．ここで，測定した Ftが一定となるように，
探針の垂直位置を制御し，その状態で探針を水平方
向に走査すれば，探針は試料の凹凸をなぞるように
上下するため，その際の探針の軌跡から試料の表面
形状を知ることができる．ただし，フォースカーブ
が図 1bのような振動的な挙動を示す場合，探針の垂
直位置は Ftに対して必ずしも一意的に定まらない．
たとえば，Ftが図 1b中に点線で示した値になるよう
探針―試料間距離（探針の垂直位置）を制御する場合，
図 1b中に 1-3で示した複数の安定点が存在する．し
たがって，これらの安定点の間を走査中に移動する
可能性がある．
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図 1cはそのような現象を示す FM-AFM像の例であ
る．この FM-AFM像を取得する際，探針は図の右下
から左上へと走査した．図中のテラス 1上では，探針
は DPPC頭部上で走査されており，分子スケールの
凹凸が観察されている．テラス 1上を走査中に，探針
は約 0.26 nm高い位置にあるテラス 2へと移動する．
この段差はやはり水分子 1個分の大きさにほぼ一致
しており，テラス 2が第一水和層上に相当することが
わかる．ここでも分子の周期を反映した凹凸が観察
される．さらに，テラス 2上を走査中にも探針は約
0.23 nm高い第二水和層（テラス 2）上へと移動する．
ここでも，分子スケールの周期構造がわずかに確認
できる．
以上の結果から，脂質膜表面の水和現象に関して，
いくつかの重要な知見が得られる．この FM-AFM像
は 8  8 nm2の領域を約 85秒かけて探針を走査するこ
とで取得された．これは，DPPC二重層上の水和層が
ナノスケールの広がりをもって安定に存在しているこ
とを示している．また，水和層上でも分子スケールの
凹凸が観察されたという結果は，脂質頭部と相互作用
している水分子が，脂質頭部の立体構造を反映した

3次元的な分布を有していることを示している．
また，技術的側面から考えてみると，本実験結果か
ら，液中 FM-AFMが個々の水和層を非破壊で分子分
解能観察できるほど弱い相互作用力で，界面における
構造や分子の分布を計測できることがわかった．これ
は，柔らかい試料を計測対象とするナノバイオサイエ
ンス分野での FM-AFMの実用性を示す重要な結果と
いえる．

4. まとめ

本稿では，液中 FM-AFMを用いた，DPPC/PBS溶
液界面の水和現象に関する研究例を紹介した．FM-
AFMは，垂直方向だけでなく，水平方向にも分子ス
ケールの実空間分解能をもつという，他に類をみな
い特長を有している．また，個々の分子間相互作用
を検出可能なほどの高い力分解能も有しているため，
生体膜を構成する分子の構造だけでなく，そこで生
じる水分子との相互作用をも可視化できる．実際，
ここで紹介した脂質―水分子間の相互作用以外にも，
著者らは脂質―イオン間 6)，脂質―コレステロール間 7)

の相互作用や複合体形成に関しても FM-AFMを用い
た研究例を報告している．本稿を通して，より多く
の方々に液中 FM-AFMの特長を知っていただき，幅
広い生物物理学分野での研究へと役立てていただけ
れば幸いである．
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 3) Fukuma, T. et al. (2005) Appl. Phys. Lett. 87, 034101.
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図 1  
DPPC二重層 /PBS溶液界面の FM-AFM観察 4), 8)．（a）模式図．（b）
フォースカーブ．（c）FM-AFM像．（電子ジャーナルではカラー）
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生命系におけるエネルギー需給ダイナミクスの媒体
分子である ATP（アデノシン三リン酸）1)をはじめと
するいわゆる“高エネルギーリン酸（~P）”化合物の
加水分解反応の大きなギブズ（自由）エネルギー変化
（hydG）の起源に関して，古くから静電反発説や拮抗
共鳴説が提唱されたが（図 1），最新の理論計算をもっ
てしても hydGの定量的説明にはいたっていない 2)．
しかし，生体エネルギー変換（化学エネルギーの相互
変換，運動，輸送などの仕事への変換）の真の分子論
的理解には，この問題を避けて通ることはできない．

水和の重要性

生体分子は水中に存在し，水と相互作用しつつ（溶
質―溶媒相互作用），他の分子との相互作用（溶質―溶
質相互作用）によって機能する．~P化合物もこの例
外ではない．しかし，これまでの多くの理論計算では
水は誘電率（  80）の高い反応場として扱われてい
るにすぎない．

Georgeらは 3)，~P化合物の加水分解反応系が多数
のイオン種で構成されていること，イオン，とくに多

価イオンの水和が，エネルギー的に共有結合を凌駕す
るほど大きい（表 1）ことに着眼し，“反応系と生成
系の水和エネルギーの差”が hydGºの値に大きく寄
与している可能性を実験，理論の両面から示唆した．
図 2は，仮想水溶液反応 A→ Bにおける反応物質
の水和，脱水和の全反応へのエネルギー論的寄与を示
している．すなわち，水溶液内反応のギブズエネル
ギー変化 rxnG(aq)は次式で表わされる：

 rxnG(aq)  rxnG(gas)  solG

右辺第 1項は溶媒非依存項，第 2項は溶媒依存項
（生成系と反応系の水和自由エネルギーの差）である．
溶媒を   80の反応場とするだけの計算では，溶質分
子と溶媒（水）分子との分子間相互作用，溶質の存在
による溶媒状態の変化，水分子が小粒子であることに
よるエントロピー効果などが無視され，solGの考慮
が十分になされていないことになる．

エネルギー変換系の水和変化：現状と課題

Georgeらの示唆した水和の重要性を支持する計算
や実験結果の散発的な報告はあるが，国内外の教科書
や研究機関，学会のWEBサイトにおける ~P化合物
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表 1  
イオン水和エネルギーと結合エネルギー

Hydration energies Bond energies

Ions kJ mol1 Bonds kJ mol1

H2PO4
 318 Ionic 700-4000

HPO4
2 1251 H·····H 10-40

H3P2O7
 351 Single 200-500

H2P2O7
2 561 Double 500-700

HP2O7
3 1498 Triple 800-1000

P2O7
4 2443

H 1130

イオン水和エネルギー，文献 3．

図 1  
ATP分子にはリン酸ジエステル構造に負電荷の反発（鎖線），相互
に拮抗する共鳴（破線）があるため，これらの作用が軽減された
生成系の ADP，Pi（共鳴混成体）とくらべて不安定である．
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のエネルギー論の中にその丁寧な説明を探すのは困難
である．
このような状況のもとに，科学研究費補助金　新学
術領域研究“水を主役とした ATPエネルギー変換” 
（研究代表者：鈴木　誠　東北大教授）が平成 20年度
に発足し 5)，最新の溶液論と実験による ATP加水分解
hydGºの追及が始められている．理論値と実験値との
比較検討が可能になれば，生体分子論の本質に直結し
た問題“なぜ ~P化合物の hydGºが生理的条件下で 
30 kJmol1程度から 60 kJmol1の範囲に収まってい
るのか？”（櫻井　実　東工大教授，私信）にも答え
られるであろう．同領域では，ATP加水分解によって
駆動される酵素タンパク質（ATP駆動タンパク質）の
機能発現における水（溶媒）の役割に焦点を絞った研
究課題も実施されている．
hydGºへの反応系成分の水和エネルギーの寄与が支
配的に大きいとすれば，ATP駆動タンパク質機能エネ
ルギー論では何が問題となるのであろうか？　反応中
間過程の熱力学パラメータが評価されている筋肉モー
タータンパク質ミオシン（表 2）4)について考察する．
ミオシンは ATPとほぼ不可逆的に強く結合する．こ
の過程の H  0；S  0の直截な解釈は，「ATPと結合
サイトのアミノ酸残基間の強い相互作用とコンフォ
メーション変化」と「そのような相互作用の必然であ
る（束縛）エントロピー減少」である．しかし，ATP
が溶液中から結合サイトへ取り込まれる際，ATPおよ
び結合サイトから水が遊離する．この脱水和はもちろ
ん H  0；S  0であり，これらの熱力学量の絶対値は
きわめて大きいと考えられる．したがって，ATPと残
基間相互作用の Hと束縛 Sは，観測値よりもはる
かに大きな負の値であると推定される．すなわち，ミ
オシンは，ATP結合によって，エントロピーがきわめ
て低い（高秩序）状態となるが，大きなエンタルピー
減少（押さえ込み効果）によって安定化されている．

結合 ATPの加水分解とひき続く Pi遊離過程では，
明確な H/S補償がみられる．それぞれの過程の S
は，Cpの大きさを考慮すると，ミオシン分子疎水表
面からの水の遊離，再結合でほぼ定量的に説明でき
る 6)．したがって，ATP結合で誘起されたミオシン分
子の低エントロピー状態は，ADPが遊離されるまで
ほぼ維持されている．

展望

このように hydGºへの水和エネルギーの大きな寄与
をつきつめると，「ミオシン分子は溶液から ATPを捕
捉，結合することによって“負エントロピー”をとり
入れて機能している」という新しい視点が生まれる．
まさに Schrödinger 7)の至言「生物体は負エントロピー
を食べて生きている」あるい「生物体は環境から秩序
をひき出すことにより維持されている」の分子版であ
る．ミオシンのような「ATP駆動タンパク質にとっ
て，ATPはその分子内に負エントロピーをもち込む媒
体である」とするエネルギー論に構造知見を織り込ん
だ新しいエネルギー変換分子論の展開が期待される．

文　献
 1) Lipmann, F. A. (1941) Adv. Enzymol. 1, 99-162.
 2) Hansia, P. et al. (2006) Biophys. Chem. 119, 127-136.
 3) George, P. et al. (1970) Biochem. Biophys. Acta, 223, 1-15.
 4) Kodama, T. (1985) Physiol. Rev. 65, 467-551.
 5) http://www.material.tohoku.ac.jp/atpwater/
 6) Suzuki, M. et al. (1997) Biophys. J. 72, 18-23.
 7) Schrödinger, E. (1945) 生命とは何か？（岡小天・鎮目恭夫訳，

1951岩波新書；2008岩波文庫）．

表 2  
ミオシンATP加水分解中間過程の熱力学パラメータ（25C，pH 8）4)．

Reaction steps
Gº Hº Sº Cpº

kJmol1 kJK1mol1

M  ATP ⇄ M · ATP 64 89 0.08 0.4

M · ATP  H2O ⇄ M · ADP·Pi 5 51 0.19 2.8

M · ADP · Pi ⇄ M · ADP Pi 5 52 0.19 2.6

M · ADP ⇄ M ADP 34 70 0.12 0.4

ATP H2O ⇄ ADP Pi 30 20 0.04 0.2

児玉孝雄（こだま　たかお）
大阪大学免疫学フロンティア研究センター特任教授（事務部門
長・企画室長）
1970年名古屋大学大学院理学研究科博士課程修了．広島大学歯
学部，University College London生理学教室，順天堂大学医学部，
岡山大学歯学部，九州工業大学情報工学部，科学技術振興機構戦
略事業本部を経て，2009年 1月より現職．
研究内容：生体エネルギー論
連絡先：〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 3-1
E-mail: kodama@ifrec.osaka-u.ac.jp

図 2  
溶液内反応 A→ B①と反応物 Aの溶液から気相への移相②，気相
内反応 A→ Bの進行③および生成物 Bの気相から溶液への移相④
を合わせた仮想過程は，エネルギー論的に等価である（エネル
ギー保存則）．

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126321?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4320755?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2580325?dopt=AbstractPlus
http://www.material.tohoku.ac.jp/atpwater/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8994589?dopt=AbstractPlus
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シリーズ：世界の生物物理学 II②

前回は東欧，南米，トルコという発展途上国の生物物
理学活動状況報告だったが，今回は米欧の現況を主に現
地生物物理学会事務局からのレポートとしてまとめた．

1. Biophysical Society (BS, http://www.biophysics.org/) 
（米国生物物理学会 Ro Kampman 事務局長報告）

メールアドレスにおいて米国だけはドメイン名に
国識別子がない．そこに IT発祥の地米国の自負を 
見るが，生物物理学会も世界の中で米国が最古参
（1957年）．米国生物物理学会は単に Biophysical Society
とよばれ，略称を BSとしている．確かに BSは，そ
の歴史，規模，外国人会員の高比率，どれをとっても
われこそが世界と自負するに相応しい．したがって国
際生物物理学連合（IUPAB）のほとんどライバルと
いってもよい．もちろん BS自体は IUPABを強力なラ
イバルと見ていないし重要視もしていない．そこに米
国対国連という現在の世界状況の縮図を見る．
生物物理の発展と普及を目的に 1957年設立された

BSは順調に推移し，現在全世界から約 9,000人の会
員を擁するにいたった．学会は正会員，準会員，学生
会員よりなり，会員の 35%は米国外に住み働く研究
者である．学会は会員により選出された幹事会と理事
会により運営されており，幹事会は会長（現在 Henry 
Lester（Caltech）），次期会長（Peter Moore（Yale大）），
前会長（Harel Weinstein（Cornell大）），書記（Dorothy 
Beckett（Maryland大）），会計（Linda Kenney（Maryland
大））により構成されている（IUPAB幹事会構成と同
じ）．学会の対社会活動はボランタリー会員により構
成される 14の委員会で運営され，たとえばトラベル
賞プログラム，生物物理学夏期コース，公的支援活
動，人的・学術交流活動，就職支援，刊行，教育活動
支援などがある．

BSは高レベルの隔週国際誌 Biophysical Journal (BJ)

を発行しており，2009年度は 8,000頁を刊行し，ISI
のインパクトファクターは 5.036に達した．BJはまた
学会の主要財源となっており，編集長 Edward Egelman
は 75人の編集員を率いている．その他毎月ニュース
レターを発行し，各種ニュース，会員紹介，就職記
事，各種研究会案内を行っている．
学会年会は冬期に開催され，世界中から 6,000人以
上が参加する．2010年度は 2月に 4日間サンフラン
シスコで開かれ 4,300の発表が行われた．また秋に開
かれる会員主体の比較的小規模のテーマ別会合を支援
している．たとえば 2010年 10月には中国生物物理学
会と共催で “Calcium Signaling”に関する会合を開き，
11月にはシンガポール大との協催で “Actin and Cyto-
skelton”に関する会合をシンガポールで開催した．
学会本部はMaryland Bethesda にあり，BJの収益を
ベースに有給専門職員により運営されている．

2. European Biophysical Societies’ Association (EBSA, 
http://www.ebsa.org/)（ヨーロッパ生物物理学連合 

Gordon Roberts 報告）

EBSAは Anders Ehrenbergを初代会長として 1984年
に設立された．EBSAは非営利団体でその憲章には
「生物物理学の原理面と応用面の発展と普及を行い，
ヨーロッパ圏内及び世界の生物物理学者間の交流を促
進するため」と記されている．現在次の 28カ国の生
物物理学会より構成されている．

Albanian Biochemistry and Biophysics Society, All-Armenian 
Biophysical Association, Austrian Biophysical Society, Belar-
ussian Society for Photobiologists and Biophysicists, Belgian 
Biophysical Society, Croatian Biophysical Society, Czech 
Committee for Biophysics, Danish National Committee for 
Biophysics, Egyptian Biophysical Society, Societas Biochemica, 
Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y., French Biophysical 

生物物理 50（2），096-097（2010）

米欧生物物理学の現況
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）
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Kuniaki NAGAYAMA
Okazaki Institute for Integrative Bioscience, National Institutes of Natural Sciences



談

話

室

!"#

米欧生物物理学の現況

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/

Society, Deutsche Gesellshaft fur Biophysik, Hungarian 
Biophysical Society, Israel Biophysical Society, Italian Society 
of Pure and Applied Biophysics, Netherlands Society for 
Biophysics and Biomedical Engineering, Biophysics Section, 
Norwegian Physical Society, Polish Biophysical Society, 
Portuguese Biophysical Society, Romanian Society of Pure 
and Applied Biophysics, National Scientific Council on Bio-
physics of Russian Federation, Slovak Biophysical Society, 
Slovenian Biophysical Society, Spanish Biophysical Society, 
Swedish Biophysical Society, Sektion Biophysik der 
Schweizerischen Biochemischen Gesellshaft, Ukrainian 
Biophysical Society, British Biophysical Society.

EBSA傘下の生物物理学会員の総数を数えるのは困
難だが，多分 3,000名から 4,000名になると思われる
（ちなみに IUPABは約 20,000名）．EBSAの運営を行う
幹事会は現在以下の人々により構成されている．会長
（Alberto Diaspro（イタリー Genoa大）），副会長（Laszlo 

Matyus（ハンガリー Debrecen大）），書記（Antoinette 
Killian（オランダ Utrecht大）），前会長兼会計（Michael 
A. Ferenczi（インペリアルカレッジ・ロンドン）），EBJ
（European Biophysical Journal） 編 集 長（Anthony Watts
（Oxford大））．

EBSA総会は 2年ごとに EBSA大会の開催地で開 
かれる．この EBSA大会自体は連合体設立後 10年 
以上経ち開かれており，現在ではヨーロッパから毎回
約 1,000名の参加がある（1,300名（2007），850名
（2009））．過去 8回の開催場所は以下である．

1st EBSA Congress (Amsterdam, August 1996), 2nd (Orleans, 
July 1997), 3rd (Munich, September 2000), 4th (Alicante, 
July 2003), 5th with IUPAB Congress (Montpellier, August 
2005), 6th (London, July 2007), 7th (Genoa, July 2009), 
and 8th (Budapest, August 2011)．

EBJに関して Springerと EBSAの共有が 1995年から
2000年まで続いたが，2000年に EBJが専有すること
になった．会員には特別価格で提供され，Springerの

上手な運営により EBSAの高収入源となっている．こ
れは加盟学会からの EBSAへの拠出金総額をはるかに
超えており，定常活動の重要な資金源となっている．

EBSA大会では 40才以下の研究者を対象に幹事会
により EBSA賞が大会に合わせ，1名選出される．最
近の受賞者は以下である．Justin Molloy (2000, UK), 
Martin Weik (2003, France), Gyorgy Panyi (2005, Hungary), 
Marc Baldus (2007, Germany), Mikel Valle (2009, Spain)．

EBSAの定常活動は最初から活発で，各種会合や
ワークショップを支援してきた．支援の中身は会合組
織者への直接資金援助，“EBSAレクチャラー”資金，
若手研究者への各種トラベル支援，若手研究者への
EBSA基金やポスター賞などである．これらの支援対
象はもちろん EBSA傘下の各国学会であり，そこが母
体となり会合などが組織されることが条件である．こ
の他各種スクールやチュートリアルコースも援助して
いる．

米国の圧倒的影響のもとに世界の生物物理学現況は
あると見てよい．それに対抗するのにヨーロッパ全体
で（ロシア，イスラエル，エジプトをも含み）連合体
を作ったが，米国の会員数の半分にも満たない．この
点むしろアジア（ABA）の方が会員総数（約 8,000）
の点で米国と拮抗している．アジアとの連携を強める
べきという日本生物物理学会の方針は数字の上からも
納得できるものではないだろうか．
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アポプラストシアニン
Apoplastocyanin

光合成生物中に存在する電子伝達タンパク質であ
るプラストシアニンから銅原子を取り除いたタン
パク質．8本のストランドからなる 2つの シー
トと 1回転程度の短い ヘリックスをもつ．
（90ページ） （吉留）

探針
Tip

FM-AFMで用いる探針にはさまざまな種類のもの
があるが，高分解能観察用途には半導体微細加技
術により先端半径を約 5 nm以下に先鋭化したシ
リコン製探針を用いる場合が多い．
（92ページ） （福間）

※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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支 部 だ より
東北支部からのたより

メリットなどを紹介されました．また，実際の構築は
楽しさの反面，HDDの接続など同じ作業の繰り返し
ですぐに飽きてくるという臨場感のあるお話でした．
このハードウエアと自作のソフトウエアを用いて計算
した自由エネルギー変化やエントロピー変化，および
タンパクの熱安定性などについて議論されました．
余談ですが，2ヵ月後，世間では「世界 2位ではダ
メなんですか？」という事業仕分けでスーパーコン
ピューターが脚光を浴びることになります．もちろ
ん，同じスパコンでも，科学技術全体の底上げを目指
して次世代スパコンの開発予算を獲得するという政治
の話と，現有のスパコンと市販品をベースとしたパソ
コンの速度比較はまったく別の話です．

「複数入力に対する行動選択」
新貝鉚蔵（岩手大・工）

次に新貝教授が，生物に複数の刺激が同時に与えら
れたとき，どのように生物が行動選択するかについて
の研究をご講演されました．感覚ニューロンがよく知
られている線虫を用いて，誘引刺激としては，NaCl，
揮発性ジアセチル，温度変化，アミノ酸リジンなどを
使うことで，それぞれ応答する感覚ニューロン（ASE, 
AWA, AFD, ASK）のはたらきを定量的に解析する実験
系について紹介されました．単独の刺激に対する応答
速度と，複数の刺激を同時に与えると，たとえば温度
刺激と NaClによる刺激では，同時刺激のほうが意外
にも単独刺激の場合よりも速くなるとのことで，生物
らしい奥深さを感じさせられました．さらには，走化
性に関する約 100個のニューロンで神経回路モデルを
立ててシミュレーションを行うと，感覚ニューロンへ
の刺激に応答して，運動を制御するニューロンの集合
が期待されるなど，行動を支えるメカニズムについて
議論されました．

「カルモデュリン／標的蛋白質複合体の溶液構造」
和泉義信（山形大・理工）

次に，和泉教授からカルモデュリン複合体の構造
解析についてのご講演がありました．カルモデュリ
ンは，アポトーシスやシグナル伝達など，さまざまな
生理機能にかかわるカルシウムセンサー（あるいは
エフェクター）であり，皆さんお馴染みの方も多いか
と思います．カルモデュリンは，酵素や細胞骨格の
タンパク質などの多様な標的タンパク質と結合し，カ
ルモデュリン自身もカルシウム結合型と非結合型の
2種類の亜鈴型構造をとるため，カルモデュリン複合
体は，膨大な組み合わせのバリエーションがあるよう

東北支部の活動状況
東北支部会の活動としては毎年 1回のシンポジウム
が行われています．また，2010年に行われる仙台で
の年会について準備が進められています．
昨年 9月に行われたシンポジウムのようすと，年会
の準備状況についてご報告します．

東北支部シンポジウム
今年度の東北支部シンポジウムは，9月 11日（金），
東北大学片平キャンパス内，材料・物性総合研究棟
1号館において開催されました．平日の午後，という
ことで，参加人数が心配されましたが，ふたを開けて
みると，53名と昨年に劣らない盛況ぶりでした．昨
年から生物物理会員だけでなく，非会員の方にも自由
に参加してもらっていますが，今年の内訳は，生物物
理会員 24名に対して，非会員が 29名と，非会員が上
回ることになりました．
シンポジウムは 4名の先生方の魅力あるご講演に
よって構成され，活発な質疑応答が行われましたので
ご紹介します．
当日のようすは以下でもご覧いただけます．
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/ishijima/Tohoku- 
2009-02.html

「蛋白質の計算科学を 100%手作りで行う」
斎藤　稔（弘前大・院・理工）

最初の講演者の齋藤教授は，市販のパソコンパーツ
から構成されたパソコンを数十台組み合わせてクラス
タとして使うことで，スーパーコンピュータに迫る性
能の計算機を作り上げるという驚くべきご講演でし
た．スパコンを速度で上回るまではできないものの，
それに近い速度を格安で構築することができる上に，
スパコンと違って，予約も不要で常時占有して使える
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です．今回発表された構造は，HIV-1の外被糖タンパ
ク質（gp160）との複合体 CaM/gp160と，Gag前駆体
の細胞膜への標的を決める因子（p17）との複合体
Ca2/CaM/p17の 2種類でした．いずれもウイルスの
複製や感染にかかわる複合体の構造についてのご紹介
でした．これらの構造は，X線小角散乱によって解析
された溶液中での立体構造であり，結晶解析や NMR
との相補的な特長，特に本質的に不規則な構造領域を
含むタンパクにおいては，X線小角散乱による解析が
重要であることが議論されました．

「一分子観察と多分子観察による蛋白質の折り畳み運
動」 高橋　聡（東北大・多元研）
最後に高橋教授からタンパク質の折りたたみに関す
るご講演がありました．近年の多分子によるバルク観
察や 1分子観察による研究が紹介されました．バルク
観察では，溶液の混合装置を用いた高時間分解能のダ
イナミクス計測，1分子観察では，蛍光色素をラベル
したタンパク質 1分子を，基盤に固定することなく連
続的に観察する実験系開発について解説されました．
1分子観察を行うために，溶液のフローを制御する方
法や，低倍率レンズなどを用いた光学系と共に実際の
データが紹介されました．タンパク質の研究に携わる

多くの人にとって，折りたたみが重要であることは常
識として頭にあるとは思いますが，「タンパクは生理
的条件でも必ず変性する瞬間がある．折りたたまれる
性質は機能にも直結している」というお話は，印象に
残ったのではないでしょうか．

また，ご講演後，高橋教授は，今年度で任期が終了
する石島秋彦支部長に代わって，次期支部長を勤めら
れることが了承されました．

4名の先生方のご講演後，休憩を挟んで鈴木誠教
授（東北大・工，2010年度年会実行委員長）より，
2010年度生物物理学会仙台開催についての説明があ
りました．
この時点で決まっていたのは会場くらいでしたが，
会場の手配，懇親会，プログラム，シンポジウム，登
録などさまざまな準備について，活発な意見交換がな
されました．これらを参考に現在，準備作業が進めら
れています．

年会について
2010年の第 48回生物物理年会は仙台で開催されま
す．詳しくは本誌巻頭の色紙ページに案内させていた
だいております．今年は生物物理学会発足から 50周
年にあたるため，50周年記念シンポジウムなども計画
されています．
現在，実行委員長の鈴木教授を中心にさまざまな準
備を進めているところですが，10年前と同じ東北大
川内キャンパスにて開催の予定です．川内キャンパス
は今年全面的に改装されたばかりですので，見違える
ほどきれいになりました．以前の印象が残っている方
はご安心ください．大きなコンベンションセンターな
どで行われることが多くなっている近年の年会です
が，来年は大学のキャンパスに戻ってきます．2002年
の名古屋大以来，8年ぶりです．大学 1年生が初心で
講義を受ける場所で，ベテランの方にも若手の方にも
新鮮な気持ちで参加していただけるのではないかと
思っています．
東北支部の会員一同，多くの会員の皆様のご参加を
お待ちしております．

http://www.sendai-bsj2010.jp/

東北大学・多元研　井上裕一 
inoue@tagen.tohoku.ac.jp

東北支部シンポジウム当日のようす（上）と，講演いただい
た先生方（下，左から斎藤教授，新貝教授，和泉教授，高橋
教授）
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若 手 の 声
若手緊急討論会開催報告

わずかな研究に対し，研究者の個人的な好奇心を満た
すために，スパコンや SPring-8のような多額の税金を
投じるべきかといわれれば，当然そうではないだろう
という意見があがりました．では，科学あるいは科学
者による社会への還元はどのような形で行われるので
しょうか．それを考えるとき，「科学技術の成果には，
将来的に社会の役に立つかはわからないが，中には役
に立つ物もある．それがイノベーションを生み（いつ
かは）社会に還元される．研究者全体の責務は，これ
により果たされるのではないか」という意見がありま
す．これはある意味当然のことともいえます．
しかし，研究者個人のレベルでは，自分の研究が

“役に立つかどうか”は後になってみないとわからな
いという場合も多いでしょう．また，特に基礎研究の
分野においては，研究が役に立つかどうかという視点
だけでは不十分です．そのため，個々の研究者が「自
分の研究は役に立つんだ」と常に念頭において研究し
なければならないかといえば，必ずしもそうではない
でしょう．
では研究者の社会貢献はどうあるべきなのでしょう
か．この討論会で出た 1つの答えとして，研究活動を
通してどのような知識が得られたかということを考
え，それを積極的に広く伝えること，つまり「アウト
リーチ活動」を行うことがあげられました．たとえば
人材育成のため，また，研究成果がより社会の役に立
つように，周囲に対し能動的に情報を伝えていく必要
があるということです．得られた研究成果を論文にま
とめ発表することはとても重要ですが，それを平易な
言葉になおし研究の意義とともに社会に伝えること
で，科学技術に対して国民の理解を得るということ
も，研究を進める上で重要な活動の 1つとなってきて
いると捉える必要があるのかもしれません．

誰に対しての責任か？
現在科学者の間で行われている最も大きな説明責任
といえば，資金獲得のための書類書きです．春になる
と，資金獲得のための書類書きに追われる研究者の姿
が目立ちます．書類書きは，研究者が税金を活用する
ための説明責任として必要な仕事であるという意見が
ある一方で，「研究者の雑務が増え，本来の仕事がで
きないのは望ましくない」との意見もよく聞かれま
す．資金が細分化され，それぞれの募集に応じて書類
を用意するだけでも忙しいというこのような現状の
中，民間企業や社会にまで説明をしなければならない
となれば，自らの研究に割ける時間はますます少なく
なります．

はじめに
11月中旬，政府による『国民目線』の事業仕分け
により科学技術予算が大幅に削減されたことは，皆さ
まにも記憶に新しいことと思います．アカデミック業
界からは，「科学技術の停滞を招き，国力が衰退する」
との批判の声がわき起こり，多くの共同提言が発表さ
れるなどの動きがありました．しかしその一方で，税
金を使う当事者である科学者が，科学政策について議
論をしてこなかったこと，税金を使って研究活動を行
う意義に関して国民と対話する努力を怠ってきたこと
がこの問題の本質だという，科学者に対しての厳しい
批判意見もあがっています．いずれにせよ，科学技術
に従事する人々の間で，科学技術政策をどうすべき
か，また，研究者は何をする必要があるのかといった
根本的な議論が不足しており，その結果，政府に対し
て科学者の建設的で強力な意見を提示できないでいま
す．
この事業仕分けの対象には，若手のための競争的研
究育成資金といった，若手研究者に直接影響のある予
算も含まれています．このような現状を受け，12月 5
日，大阪大学で行われた生物物理 &生化若手の会合
同セミナーにおいて，若手が未来の科学技術分野のた
めに何を知り，何をしていかなければならないのかを
議論しました．参加者は生物物理若手の会と生化学若
い研究者の会のメンバーを中心に約 20名．京大，阪
大，神大，立命館といった複数の大学から参加者が集
まり，白熱した議論が繰り広げられました．

税金を使って研究をする意味，責任とは？
税金から捻出される研究費や給料を得て研究する者
の責務として，研究成果を社会に還元しなければなり
ません．これはほぼすべての研究者が共通にもってい
る意識の 1つでしょう．社会の役に立つ可能性がごく
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しかし，現行の資金獲得制度は“役人に向けての説
明責任”であって，本来還元を受けるべき納税者，企
業や民間の方々への説明の機会となっていません．つ
まり，研究者が税金を使う目的やその結果が世論に伝
わっていないのです．これは大きな問題ではないで
しょうか．現状の説明責任のあり方を反省する意味は
大きいでしょう．産学官民を問わず，自分たちの行っ
ている研究やその意味を伝え，意見を聞く必要があり
ます．また，民間企業に対し研究成果をオープンにす
ることが，若手研究者のキャリアパスにつながるので
はないかという意見もあがりました．この観点は，わ
れわれ若手研究者が直面しつつある，いわゆる『ポス
ドク問題』とも強く関係します．これらの意見を踏ま
え，やはりアウトリーチ活動を含めた，国民との双方
向的な科学コミュニケーションが一層必要だという意
見があがりました．

アカデミアの分野横断的な連携のために
では，広く科学コミュニケーションを行うといって
も，どこでどのように交流していけばよいか，またど
こで情報を集め，どうやって情報を発信すればよいの
でしょう．『国民との対話』を非常に敷居の高いもの
に感じる方は，少なからずいらっしゃるのではないで
しょうか．原因の 1つに，アカデミック業界のコミュ
ニティが閉鎖的になってしまっていることがあげられ
ました．産学官民連携や融合研究という言葉が意識さ
れるようになり，ここ数年多くの“箱”ができました．
しかし，その箱の中でも情報が孤立してしまってお
り，あまり恩恵を被ることができていないのではない
でしょうか．たとえば「隣の研究科でどんな研究を
やっているか知っていますか？」との問いに対しても
「ほとんど知らない」という声が多く上がりました．
また，学会やセミナーの情報が孤立してしまってお
り，正しく情報を収集・発信できていないということ
も考えられます．今回の若手合同セミナーの情報も，
若手の会の HPやメーリングリストで伝えたものの，
参加者は 20名弱と思いのほか少人数のものとなりま
した．もっと多くの若手研究者や，特に学部生にも是
非きていただければ，より多角的な議論になったこと
でしょう．参加者からは，これらのセミナー情報など
を統合的に扱い，閲覧できるシステムがあれば便利な
のではないかといった意見があがりました．

若手からの意見
以上のような議論より，若手からあがった意見を簡
単にまとめます．
・短期的には，税金を使う者の責務として，また，横
のつながりを強化するために，国民相手や研究者同
士の双方向コミュニケーションをとる場を積極的に
もつ．
・中期的には，アウトリーチ活動を容易にし，多くの
横のつながりを作るため，点在している情報の統
合，資金獲得や事務制度の改革を行う．
・長期的には，横のつながりの中で生まれるニーズに
即した形で，若手の人材育成の方向を模索する．
これらのことを意識しながら，研究成果や知識をよ
り上手く共有し，世論における科学技術の存在価値を
高めていくことが，若手研究者の重要な責務となりつ
つあるのではないでしょうか．

1時間ほどの短い議論ではありましたが，研究者が
当事者意識をもって科学政策を顧みるという今回のよ
うな取り組みは，非常に有意義なものでした．今回あ
がった意見をより洗練し具現化するために，私たち自
身が積極的に考え，動いていく必要があるでしょう．
読者の皆さまにも本記事を機に，科学政策に対する意
識や科学技術の客観的な立ち位置について考えていた
だければと思います．

今回の活動をはじめ，若手の会の活動状況は，若手
の会ホームページにて公開しております．ぜひそちら
も御覧ください．
若手の会 HP　http://bpwakate.net/
生物物理若手の会は，来年度創立 50周年を迎えま
す．この大きな節目に際して，若手の会は引き続き精
力的に活動してまいります．皆さまのご支援をよろし
くお願いいたします．

大阪大学生命機能研究科ナノ生体科学講座　柳田研究室 
博士前期課程 2年　高見道人 

michihito.t@phys1.med.osaka-u.ac.jp

神戸大学大学院理学研究科科学専攻　鍔木研究室 
修士課程 2年　三浦雅央 

miura3@stu.kobe-u.ac.jp

京都大学大学院理学研究科物理学第一教室　吉川研究室 
修士課程 1年　山本暁久 

yamamoto@chem.scphys.kyoto-u.ac.jp
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海 外 だ より
from Baylor College of Medicine, Houston 

Olivier Lichtarge研究室

立している．療養のためにアパートを借りて長期間滞
在する患者さんも多く，住宅地やホテルと病院を行き
来するシャトルをよく目にする．詳しくは佐々木純博
士（テキサス大学）の記事（生物物理 Vol.48, No.3 
(2008) 202-203）を参照されたい．当初は左ハンドル
車の運転もままならなかった筆者が新生活をスタート
する際，佐々木氏にはたいへん世話になり，感謝にた
えない（左ハンドル右側通行は当初本当に怖くて，鏡
の国のアリスにでもなった気分であった）．ハーマン
パークでのウエルカムパーティーにはじまり，保育園
さがしや家具の調達などでは，現地駐在の日本人ファ
ミリーの皆さんと交流をさせていただいた．人の出入
りも活発で，なんども送別会が催された．帰国する
ファミリーとパーティで談笑していると，「子供の教
育とかいろいろなことを考えると，ずっとこっちにす
めたらいいのにねぇ～」などと本音でお互いしゃべっ
ているのに気づいた．学ぶべき点は確かに多いのだ．
たとえば，息子の小学校の Kinderクラスでは週一回
Show me timeという時間が設けられている．担当者は
なんでも好きなもの（たとえば，ぬいぐるみとかス
ペースシャトルとか）をみんなの前で紹介し，聞き手
は質問をするという決まりになっているらしい．この
年齢からディスカッションのトレーニングがはじまっ
ているのだ．しかも，彼らが楽しめる素材をつかい，
遊びを通して自然に言葉やコミュニケーションが体得
できるようなしかけができているのである．息子も学
校になじんでくると，ハロウィンパーティに本格的な
衣装を着て出かけたり，徐々に友達付き合いがはじ
まったりする．ある日，息子の友達のママから電話が
あった．「プレイデイト」へのお誘いとのこと．一瞬
ドキッとした．しかし，どうやら子供同士を自宅で遊
ばせることをそうよぶらしい．
テキサス州は広大だ．なにしろ面積はフランスより
も広いのだ．自然も豊かである．アパートのまわりで
は，リスが団栗を抱えてちょこまかと走りまる．じつ
に心がなごむ（リスはニューヨークの公園やアトラン
タの住宅街でもよく見かけた．こちらではあまりめず
らしくはないのであろう）．テキサスというと，読者
諸兄はどんなことを思い浮かべるのだろうか？　きっ
と，「サボテンが生えた砂漠の荒野．酒場でバーテン
はだまってグラスに酒を注ぐ．カウボーイはグラスを
つかみ，おもむろに酒を飲み干す．」といったような
西部劇のワンシーンを思い浮かべるのではないだろう
か？　感謝祭の祝日に訪れたフォートワースには，ま
さにそんな街並みが保存されており，いにしえのアメ
リカを堪能することができた．

はじめに
サバチカルを賜って 1年間のお役御免となった．そ
の間アメリカに滞在した報告を綴る．

どっぷりと異文化にはまることに
ある日，内藤記念財団からありがたい報せが届い
た．海外渡航の援助をいただけることになったのだ．
長期渡航は初経験だ．さすがにドキドキする気持ちを
抑えられない．ゴードンコンファレンスでもせいぜい
1週間が限度だった．ところが丸 1年間海外の海外生
活となるとまったく別の話になる．コンピューターを
バージョンアップするように，「僕の脳味噌の神経回
路を司るオペレーティングシステムを更新する」とい
うと大袈裟すぎるだろうか．しかし，価値観や基本的
な考え方のレベルで大いに刺激となるはずだ．僕の脳
味噌の中でどんな「反応」がおこるのだろうか？と想
像すると，とても楽しみになった．
また，研究面でも本格的にフル稼働で腕をふるうこ
とになる．「事件は会議室でおきていんじゃない．現場
でおきているのだ．」という映画の名セリフを思い出し
た．大学でも研究者の管理職化傾向は年齢とともに単
調増加する．この傾向をリセットして，現場の最前線
で汗水流すことができるのは爽快である．唯一の相棒
である（当時）5歳のジュニアをひきつれて，アメリカ
にのりこんだ．ちょうどイースター休暇のころだった．

ヒューストンにすむ
Baylor College of Medicineはテキサス州ヒューストン
のメディカルセンター地区に位置する私立医科大学
だ．この地区にはいくつものビルディングが立ち並
び，世界最先端の医学を核にして，研究機関やベン
チャー企業，医療機関が集まる．世界中の多くの研究
者を惹きつけ，ライフサイエンスを軸にした産業が成
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Olivier Lichtarge研究室
貴重な時間を費やす研究テーマの選択は慎重におこ
なった．横山教授（Emory大学）には，「リラックス
して，日頃はできないようなすこし違ったことに取り
組みなさい」とアドバイスをいただいた．自分は計算
生物物理学を柱とした研究を展開してきた．そこでま
ず，基礎的な生体反応にアプローチするため第一原理
電子状態計算のノウハウを身につけるか，あるいは，
生物情報を縦横無尽に使いこなすバイオインフォマ
ティックスをきわめるか，二者択一の方針にしぼっ
た．由良教授（現・お茶の水女子大）には，Olivier 
Lichtarge教授を紹介していただいた．そして，「計算
生物物理学とバイオインフォマティックスを融合す
る」というプロジェクトを提案することにした．遺伝
子の言葉を物理の言葉で解釈しようという目論みであ
る．2つの分野はお互いに相補的であり，相乗効果を
期待することができるだろう．また，投資効率も非常
に高く，「計算機」という共通のインフラが活用でき
る．由良教授との共同研究でもこのようなアプローチ
の手ごたえを感じはじめている．

Lichtarge教授は Evolutionary trace（進化トレース）法
とよばれる手法の開発で世界的に有名である．進化的
に保存されているアミノ酸残基の空間的なクラスター
解析を実行してタンパク質の機能部位を同定する方法
である（詳しくは藤博幸著，「タンパク質機能解析の
ためのバイオインフォマティックス」，講談社サイエ
ンティフックを参照されたい）．Lichtarge研究室では
ウェブサーバーを介した進化トレース解析のサービス
を提供している．
一方，私どものテーマの 1つがタンパク質のエネル
ギー変換と情報伝達である．石倉博士（現・岐阜大）
と私は，タンパク質分子内のエネルギーの流れ道を計
算機的に調べる方法を開発した．たとえば，あるアミ
ノ酸が高いエネルギーで振動しているとする．しばら
くするとする，別のアミノ酸に振動が伝わる．糸電話
で会話をするようにアミノ酸とアミノ酸がコミュニ
ケーションをとっているというわけである．タンパク
質分子内の連絡網と，構造変化や情報伝達の分子論的
なメカニズムには深いつながりがあるのではないだろ
うかと考えている．

2008年の名古屋の国際シンポジウムに Lichtarge教
授が来訪されたとき，進化トレース法と連絡網解析を
あわせた共同研究に合意した．

Lichtarge研究室はドイツ人の講師をはじめ，ネィ
ティブのアメリカ人以外にトルコ，ギリシャ，フィリ
ピン，中国などの国から研究者があつまったポスドク
中心の研究者集団である．1996年に発表されたオリ
ジナルの進化トレース法もずいぶん進化して，世界中
の研究者に活用されている．進化トレース法のさらな
る進化を目指して，日々活発に研究活動を繰り広げて
いる．興味深いのはバイオインフォマティックスのみ
ならず，ウェットのラボも所有している点だ．実験と
理論の密接な協力は研究成果を確実にするために役
立っている．週 1回の定例セミナーではラボのメン
バーが研究の進捗状況をレポートする．Lichtarge教授
は優れた点は情熱的に励まし，問題点は的確に指摘す
る．米国の第一線の研究室の主宰者の一端を現場で学
んだような気がする．少し異分野の私にも快くサポー
トを提供していただき，とても感謝している．

光と影，競争と個人のパワー
アメリカは競争社会である．さらに，厳しい財政状
況下で，ペイカットや大学の合併などが議論されるこ
ともある．グラントの申請時期になると，必死になっ
てプロポーザルを仕上げる．確かに競争は厳しいが，
インセンティブも大きい．研究室のスペースや施設な
どでは，決して引けを取ってはいないと思う．しか
し，こちらにいると，なんだか元気がでるような気に
なるのはどうしてだろうか．

Baylor College of Medicine 
名古屋大学大学院理学研究科　倭　剛久 

yamato@nagoya-u.jp

Matthew Ward君の学位パーティにて．右から Lichtarge教授
と筆者．



グルクロニル加水分解酵素
Glucuronyl hydrolase
 よく知られているヒアルロン酸や牛の眼の角膜
などにあるコンドロイチンは，グリコサミノグリ
カンとよばれる酸性多糖類である．グリコサミノ
グリカンは，複数の細胞が接着する際に活躍する
ことが知られている．病原性の細菌の中には，ほ
乳類がもつグリコサミノグリカンを分解すること
で侵入し病気を起こすものもある．
 ここに示すタンパク質は枯草菌がもつグルクロ
ニル加水分解酵素で，コンドロイチンのコンドロ
チナーゼによる分解産物である不飽和グルクロン
酸と N-アセチルガラクトサミンの共有結合分子 
をさらに分解する酵素である．活性部位を真上か
ら見ると，きれいな樽型構造をしているのがわか
る．樽の内側に へリックスが 6本あり，外側に
さらに へリックスが 6本ある．この樽は上下対
称ではない．樽の上側には基質が相互作用する部
位があり，へリックスをつなぐループが非常に
長い．下側は へリックスをつなぐループが短い．
上側のループは へリックスをつなぐとともに何
か別の役目をしている感じだが，下側のループは
2本の へリックスをつないでいるだけに見える．
上側のループが長いことと上側に活性部位がある
ことは，何か関連しているような気がする．内側
にある 6本の へリックスは，上側に N末端を 
そろえている．とすると樽の内側には，樽の長軸
に沿って下向きの双極子があることになる．それ
ならば樽の上側中央付近に負に帯電した分子を引
き寄せることができそうである．酸性多糖類であ

るグリコサミノグリカンをとらえるには，ちょう
どよい場所だ．加水分解活性に関与するアミノ酸
残基を置換した酵素と基質との複合体構造の結晶
解析によって，ちょうどこの部分に基質（ス
ティックモデル）が結合していることが判明した．
しかし，せっかく へリックスの配置がきれいに
対称になっているのに，基質の結合部位や活性残
基の位置は対称ではない．樽の上側の立体構造を
よく見ると，ループの構造は決して対称的ではな
い．ますますループの役目が気になる構造である
（PDB1) ID: 2ahg2)）．
 1) Berman, H. M. et al. (2007) Nucl. Acids Res. 35, 

D301-D303.
 2) Itoh, T. et al. (2006) J. Biol. Chem. 281, 

29807-29816.
(J. K.)

タ
ン
パ
ク
質
立
体
構
造
散
歩


	目次
	巻頭言
	ロドプシンの低温スペクトル，その夜明け
	ヘモグロビンが，タンパク分子の活性調節機構について発信してきたイメージは間違っているのではないか？
	Nano-Biomechanics:タンパク質を引張ってみませんか
	50年前―胎動の頃
	芸者と学者
	新規抗インフルエンザウイルス薬の開発基盤となるRNAポリメラーゼの構造解析
	質量顕微鏡で生命の謎を解く
	脳の情報表現を担うセル・アセンブリ：局所的セル・アセンブリの検出
	ストレインセンサーが制御するミオシンVIのブラウン運動整流機構
	アポプラストシアニン折りたたみの熱力学：理論と実験との定量的比較
	周波数変調原子間力顕微鏡によるモデル生体膜上に形成された水和層の分子分解能観察
	ATPのエネルギーとはなにか？
	米欧生物物理学の現況
	支部だより
	若手の声
	海外だより
	タンパク質立体構造散歩
	用語解説1
	用語解説2

	目次に戻る: 


