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日本生物物理学会は一昨年創立 50 周年を迎え，本年早々に会
誌「生物物理」300 号を出版することになりました．積み重ねた
歴史をふり返りつつ未来につなげる号を世に出せるのは，会長と
してもこの学会に育てていただいた一研究者としてもこの上ない
喜びです．
「生物物理」は会員向け日本語総説誌として，分野の動向を概
観し会員間の学術交流を図ることで分野の発展を推進することを
目的としており，研究成果の発信，議論，情報交換の場として年
会とともに重要な役割を果たしています．
時代の要請に対応した出版形態の変更について年明け早々に
会員の皆様からご意見を伺ったところ，実質 4 日間ほどの短い
期間に 800 件近いご意見をいただきました．
「生物物理」がいか
に深く愛着をもって読まれているか，あらためて強く認識させら
れました．
生物物理学は生物学や物理学の一分野ではなく生命科学の基盤
をなすものです．あらゆる学問分野を融合し，実験計測，計算科
学，理論的取扱などにおける新たな手法を開拓し開発すること
で，生命のメカニズムに対する深い洞察を得てその基本的理解を
深めることが目的です．医療や産業への応用により人類社会の健
全な発展に貢献することもその大切な役割です．
50 年の歴史のなかで，タンパク質や DNA 1 分子の挙動や相互
作用を観察・操作し，生体超分子の立体構造とその変化を原子レ
ベルで解明し，ヒトゲノムの DNA 塩基配列を数時間で読み解き，
脳の活動を被侵襲で計測するなど，学会創立の頃には夢でしかな
かった技術がつぎつぎと実現しています．1960 年頃にはぼんや
りとした夢であったものが時代とともに明確な目標となり，研究
者を駆り立てて新たな発見や発明に結びつきました．不可能に思
えても決してあきらめることなく，個々の研究者が強い情熱と高
い志をもって飽くなき挑戦を続けた結果であり，そうした強い思
いの結晶です．
生命を複雑で大規模な動的システムとして捉えその動作メカニ
ズムを解明する．今，われわれの眼前にようやくその姿を現しつ
つあるこのきわめて困難な課題の克服に向けて，生物物理学には
より一層の発展が，この分野に身を置くわれわれにはさらなる挑
戦が求められています．
今は夢でもいつかは…．ワクワクするような期待感をもって新
たな地平を開拓する若い研究者たちが思う存分活躍する．本学会
と「生物物理」が今後もこの分野の発展を支える場であり続ける
ことを心から願いまた楽しみにしたいと思います．
難波啓一，Keiichi NAMBA
大阪大学大学院生命機能研究科教授・研究科長
日本生物物理学会会長
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会長経験者からのメッセージ

學会誕生半世紀 経 ，
大沢文夫

思 出．

日本生物物理学会の誕生は 1960 年 12 月のことであ

は院生や学生がついているから約 300 人位が参加した

る．以来半世紀を経て，新出発という気分になりた

と思う．班や班員を構成した人たちは若かった．生体

い．学会に直接間接に関係するいくつかの思い出を書

機能論では世話役として（故）塚原仲晃さんと山岸俊一

くことにする．

さんに依頼したことをおぼえている．
（分子遺伝は最

われわれのグループ（名古屋大学物理 K 研）が直接生

初から研究者相互の評価によってことを進めていた．
）

物を扱う実験を始めたのは 1954 年 9 月である．1960 年

この特定研究は生物物理に積極的なプレーヤーを

はわれわれの最初の研究プロジェクトが成功して，成果

増やし，年会などでの研究発表を増加させ，生物物理

が正式の論文として発表され始めた時期に相当する．

は全国に浸透した．年間の研究費は班員 1 人あたり，

実験は筋内タンパク質アクチン分子の溶液中の状態

10 万から数 10 万円の程度であったと思う．

をできるだけ広く環境を変えて，しらべたものであっ

現今の研究費の超重点（人についても場所について

た．結果をまとめると，1）溶液中には G アクチン（モ

も）主義と比べるとあまりのちがいに驚くばかりであ

ノマー）と F アクチン（フィラメント状集合体）とが

る．現今のやり方で五体満足な学問が生まれ育つはず

共存する．2）G アクチンがある濃度（臨界濃度）以上

がない．

存在しないと F アクチンは形成されない．3）その臨

次は 1980 年ごろの話である．ちょうど 78 年の国際

界濃度は環境で決まる．4）臨界濃度の G アクチンと

生物物理学会での盛り上がりの後，次の重要研究課題

のこりの F アクチンが平衡にあり，そのとき各アクチ

を議論するため研究班を 15 人位の働きざかりの研究

ン分子は G，F 両状態間をいったりきたりしている．

者とともに作った．当時希望していた生物物理研究所

最初の論文は 1959 年に発表され，つづいていくつ

（30 人位の小研究施設 3 つの集合体）を想定した．そ

かの論文が 1962 年の理論にいたるまで次々に出され

のときの第一課題は生物分子機械の動きの直接観測で

た．この仕事はすぐに広く関連の研究者に知られた．

あった．始まりは朝倉・長島の 78 年の F アクチン（＋

当時，生物の分子関係の研究はおおむね「→反応論→

ミオシンヘッド）1 本の暗視野顕微鏡による直接観察

構造論→‥」のくりかえしであった．われわれの「状

であった．その後柳田グループによる F アクチン（＋蛍

態論」は新鮮に感じられたようである．それでもわれ

光分子）1 本の観察からその力学的操作の成功となり，

われの仕事が全面的に受け入れられるようになるまで

ATP1 分子のミオシンヘッド 1 ヶの上での分解（後の解

には 10 年あまりかかっている．

離）の観察（1995 年）となり，遂に 1999 年にまさに単位

次の思い出は特定研究

生物物理

のことである．

分子機械の単位動作の直接観察成功の論文が出た．そ

これは 1966 年から 1971 年まで 6 年間つづいた．それ

れを夢のまた夢と思っていたころから 20 年を経ていた．

まで生物物理学会はファンが多いがプレーヤーが少な

電子顕微鏡によるタンパク質分子やその集合体の単

かった．特定研究はある分野のある領域の研究者に集

粒子像からの 3 次元構造解析をめざす研究も始まって

中的に研究費を出すために作られた．それでも私たち

いた．専門家の中でさえそんな不可能なことをと考え

は生物物理をやる気のある人なら誰でも参加できるバ

ている人もいた．ところがこれも 20 年を経た今では

ラマキ主義に徹したかった．準備は 64 年の末に始め

現実となってきた．まもなく電子顕微鏡による構造解

た．生物物理を 5 本の柱に分け，生体物性，分子遺伝，

析法の状況が一変する可能性もでてきた．

分子生理，細胞生物物理，生体機能論とした．5 本の柱

他にもいくつかの例があると思うが，要するにでき

それぞれで 4 つか 5 つの班を作り，それぞれの班員を

そうもないことでも，目標がはっきりしていれば，ま

10 数人として，たしか 23 ヶ位の班を作った．班員に

わりのいろいろの技術を巻き込んで勢いでできてしま

Memoirs for a Half Century after Foundation of Society
Fumio OOSAWA
Second President of BSJ
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うということである．それには 2，30 年かかることは

今は若い研究者たちと直接議論する機会が減ってし

覚悟しての話である．それが一生であることもありう

まった．それにしても昔のように元気一杯という感じ

るのはもちろんのこと．

が少なくなってきたのではないか．研究の話を聞く機

第 2 には細胞内の分子機械相互の連携，情報の流れ

会を作っても自分の属する研究室の方針の話から始め

の直接観察の可能性，さらに脳の問題も次の目標とし

たりする．何よりも私たちを

て議論されたと思う．あまり現在と変わっていないよ

と思わせる話， びっくりさせる

うな気もする．

私にはまだびっくりする能力は残っていると思う．

最初に

状態論

面白くてたまらない
話をしてほしい．

のことを書いた．私は 30 年あま

り前から生物の自発，自主のみなもとに興味をもって

大沢文夫（おおさわ ふみお）
日本生物物理学会第 2 代会長．
名誉会員．

いる．そこでは細胞の状態論，状態のゆらぎの階層論
が必要，有効となる．
脳あるいは脳の一部分の状態論は作られているであ
ろうか．脳と細胞とは似ているところがある．情報が
3 次元にいったりきたり，間断なく走りまわっている．

大沢文夫
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会長経験者からのメッセージ

過去半世紀

未来 見

郷 信広

（財）
高輝度光科学研究センター

今われわれは世界的な人口爆発が進行しつつあるな

立に関与した．1978 年には世界 30 ヵ国から 2000 人

か，日本社会の人口減少と高齢化を目の当たりにして

もの参加者を集めた第 6 回の国際会議を京都で開い

いる．日本のこの状況は悲観的にとらえられることが

た．このとき江橋節郎先生がその国際組織の会長に選

多い．しかし，そもそも地球の自然環境が従来の人口

出された．今では想像もつかないことだが，当時は

増加と経済発展をいつまでも支え続け得るはずはな

DNA という実体に立脚した遺伝学研究も，従来の大

い．だから，日本の状況はむしろ望ましいことが世界

学，学会にはほとんど居場所がなかった．この分野の

に先駆けて起きているのかも知れない．高齢化も社会

研究者は発足したばかりの生物物理学会の重要なメン

の成熟が伴えば，あながち悪いことではないだろう．

バーとして活動していた．しかし残念ながら，これら

もっとも恐れなければならないのは，これらの状況の

の方々は草創期の 1978 年に日本分子生物学会を立ち

進行とともに社会を構成する人々の士気，思いやりの

あげて，日本生物物理学会から分かれていった．

心，美意識，などの精神的力が低下，崩壊していくこ

第 2 期は 1984 年の朝倉昌会長から 2001 年の郷通子

とだろう．先進国と途上国の間の軋轢，さまざまな文

会長辺りまで．この間の会長たちの多くは，学会発足

明間の衝突などが渦巻く中を，日本社会は生きて行か

に重要な役割を果たした身延山夏の学校に，第 1 期で

なければならない．それに揉みくちゃにされながら衰

会長を務めることとなった先生方と共に，助手，大学

退の道をたどるのは寂しい．

院生として参加していた．第 1 期の会長の先生方は，

この文章は会長経験者として，
「生物物理の未来」

戦争の影響などで若い時期の留学経験のない方が多

を語るのが使命であった．未来を語る前に，しばし過

い．それに対して，第 2 期で会長を務めた人たちは，

去を語るのを許していただきたい．日本生物物理学会

ほぼ全員若い時期の留学経験があり，帰国後も 4 年に

のホームページに歴代会長のリストがある．それを見

1 度の国際生物物理学会に高揚した気分で参加したも

ていると，1960 年に発足して以来の日本生物物理学

のだ．当時は米国の主要な研究室にはたいてい日本人

会の 52 年の歴史は，3 つの期に分けられるように私

ポスドクがいた．1990 年に私は国際生物物理学連合

は思う．

の理事に就任し，国際学会における日本からの招待講

第 1 期は 1960 年の小谷正雄初代会長，1962 年の大

演者数を増やそうと努力した．その結果を江橋先生が

沢文夫第 2 代会長から 1983 年の江橋節郎会長辺りま

喜んでおられたと聞いたことがある．今では国際学会

での草創期．学会の設立に参画された個性豊かな方々

での招待講演といっても，それほどのことではないと

が会長を務められ，その影響のもとで，多様性に寛容

皆が感じるレベルに到達していて，たいへんに結構な

で，権威を振りかざさない，権威に媚びない学会のカ

ことだ．しかしほんの少し前は，上を向いて必死に頑

ラーが培われていった．今の学会の運営委員会に当た

張っている雰囲気だった．そんな中 1985 年には第 1 回

るものは当時単に委員会といっていたと思うが，助手

日中生物物理学シンポジウムが中国の無錫で，日本か

（今の助教）になったばかりの私などがその席に座っ

らも 100 人以上の人々が参加して開かれた．大沢先生

ていた．十数人の委員の中で，教授は 1 人，助教授（今

のご著書「飄々楽学」の中に，これは集中講義にお呼

の准教授）がちらほら，といった具合．これは，当時，

びいただいたときの夕食会での私の発言がきっかけ

生物物理学という新しい分野は，旧来の大学の組織の

だったと書いてあるが，実際は小谷先生，大沢先生他

中には居場所がなく，ほぼ全員がいろいろな組織の隙

多くの方々のたいへんなご尽力で発足にこぎつけたも

間でかろうじて生き延びていたためである．しかし志

のだ．第 2 回は 1988 年に京都で開かれたが，当時は

は高く，学会として国際生物物理学連合（IUPAB）の創

中国からの参加者の渡航費すらほとんど日本側で工面

Future from the Last Half Century
Nobuhiro GO
Japan Synchrotron Radiation Research Institute
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する必要があった．この会は，その後 1994 年には兵

れを生み出すことによって，再生し続けることだと思

庫で開かれた第 1 回東アジア生物物理学シンポジウム

う．そのような流れの創出は，結局は優れた研究者個

へと順調に発展していった．この第 2 期の間には，

人に依存している．学会のなし得ることは，そのよう

1999 年におもに情報学の人たちが中心になって日本

な優れた研究者が生まれ得る環境を整えることであ

バイオインフォマティクス学会を立ちあげた．この人

る．一流の研究を生み出した研究者には次の 3 点が備

たちは遺伝情報を文字列と捉える雰囲気が強いのに対

わっているように私は思う．1. 広い視野と深い学殖．

して，日本生物物理学会の中ではおもに分子実体にこ

2. 大きな目標に向けた持続力．3. 手本となる先達研究

だわる研究が進められた．さらに日本分子生物学会で

者．1 では，高い技術力は当然のこととして，生物学

はノックダウン技術を主要武器とする膨大な量の研究

や物理学などを源泉に立ち戻って深く理解しているこ

が発表されていた．このように生物学の進展に伴っ

とを意味している．最近の教育が，細分化した研究分

て，研究分野はニッチに分割され，日本生物物理学会

野のマニュアル的知識の詰め込みに走っているのが心

も 1 つのニッチを占める学会へと変貌していったよう

配だ．2 では，出版論文数や引用数に照準を合わせた

に思う．

研究スタイルを戒めている．学会には，大きな目標に

第 3 期は 2002 年の柳田敏雄会長辺り以後の時期．

向けた息の長い研究は，差し当たり成果が出ていなく

この期の会長は，第 1 期の間に日本生物物理学会で活

ても支援を続ける眼力がほしい．3 はあまり指摘され

躍する研究室が形を整えつつある頃，大学院生活を始

ることのない点であるが，実はきわめて大切と思う．

めた方々だ．この時期には国際生物物理学連合のニッ

一流の研究者には，おそらくそのような手本があった

チ学会化が進行してしまったように思う．それでもそ

と思う．湯川秀樹のような突然現れた天才の場合で

の毎回の会議に相当数の研究者が講演者として招待さ

も，育った家庭内で研究者としての生き方を学んだの

れるようになった．日本生物物理学会の実力の国際評

ではないか．学会は，その歴史の中に後進の手本とな

価は質，量の両面で安定しているようで，今昔の感が

る人をもつことこそが使命だと思う．国策で無闇と金

ある．国内の相当数の研究室は，欧米の研究室と比べ

をつぎ込んで，結局金に群がる権力志向の研究者だけ

てもまったく遜色のない研究設備と研究費を享受して

をはびこらせてしまった無残な研究分野を私はいくつ

いる．しかし，最近ある国際会議に参加して，日本国

も見てきた．幸い日本生物物理学会は，すばらしい先

内からの参加者，外国の研究室に在籍中の日本人の参

達に恵まれている．これらの方々を，世代を超えて身

加者が共にきわめて少ないのが気になった．知り合い

近に感じられるように，その息遣い，足跡を大切に語

の研究者が，院生を連れて日本国内から参加していた

り継いでいきたい．今，本当に広い視野と深い見識を

が，外国での研究経験のないその方も，院生も，国内

もって大きな目標に向かっている若者がいるとした

の快適な研究環境を捨てて留学をする必要をまったく

ら，おそらく日本生物物理学会の占めているニッチを

感じないといっていた．確かに欧米の研究室からは日

はみ出そうとしているに違いない．そのような若者を

本人ポスドクは潮が引くようにその数を減らした．こ

切り捨ててニッチの純粋化をめざすとすれば，その先

れを書いている成人の日の新聞記事は，就活の道が険

には優雅な衰退が待っているだろう．

しく，すべり落ちたら這いあがるのが難しい今の日本

今後混乱の予想される世界の中で，日本は高い文化

社会の生活に 20 代の 7 割が満足していると報じてい

を誇る成熟社会へと進んでほしい．その中での学術研

る．生物科学全体に目を転じると，個々の遺伝子，あ

究は，その力量で世界から若者を引き付け得なければ

るいは遺伝子産物の研究から，それらの統合によって

ならない．そのような若者の活力がまた力量ともなる

生まれる生物機能解明をめざすシステム生物学への暗

のである．日本生物物理学会には今までの国際活動，

中模索があらゆる場面で行われているように思う．こ

特にアジアとの交流重視の姿勢をより発展させること

のような大きな動きの中で，日本生物物理学会は固有

によって，新しいものを生み出し続けてほしい．

のニッチに安住していないだろうか
日本社会の少子高齢化は不可避である．その中で，

郷 信広（ごう のぶひろ）
（財）高輝度光科学研究センター
日本生物物理学会第 11 代会長．
名誉会員．

われわれは高い価値観に支えられた成熟社会を実現す
ることによってのみ尊厳を保ち得ると思う．ますます
複雑多様化し，数年の内にもくるかもしれない世界的
激変を生き抜いていかなければならない．
そのとき学会はなにをなすべきか．学問の新しい流

郷 信広
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普通

普通 学会

石渡信一

早稲田大学・理工学術院

はじめに

と

普通の学会

とは，互いに相いれないものではな

会長経験者として当時を思い起こし，「温故知新

い．むしろ，その学会，学問分野の発展のための，車

（フルキヲタズネアタラシキヲシル）」といった文章を

の両輪だということだ．しかも，生物物理学会は，い

書いてほしい，というのが編集委員会からの依頼であ

まや何千名もの会員で構成される大きな中堅学会な

る．特に私の役目は， 若手奨励賞 と BIOPHYSICS

のである．プロの研究者を育てる場として，若手研究

の成り立ちをまとめることにある（ほとんど忘れてし

者たちにプラスアルファを提供する意味はあるだろ

まったので難しい注文だが）．

う．

まずタイトルに掲げた 普通の学会 とは，2005 年

私が会長を務めた 2004-2005 年以前にも，賞を設け

年頭の会長挨拶として，生物物理学会誌の巻頭言「飛

たいという希望はあったと推察される．しかし実現し

躍のとき」1 に書いたものである．その第一の意図は，

なかった． 普通の学会 の一環として若手奨励賞を作

学会運営を比較的少数の有志の方々に頼るのではな

ることにしたが，生物物理学会伝統の

く，多くの会員の力を結集できるような，しっかりと

ころ

した運営システムをもつ普通の学会にしようというも

た．つまり，書類選考で 10 名の招待講演者を選び（こ

のだった．法人化をめざすのであれば，なおさらのこ

れは論文業績，研究成果の意義などを基準に），年会

とである．

初日に講演をしてもらうこと．奨励賞の選考は，書類

普通でないと

は残したい．その願いから，選考方法を工夫し

のことは忘れて，講演の出来栄えと，その候補が将来

若手奨励賞と BIOPHYSICS 誌
世の中に存在する

普通の学会

にわたって生物物理を引っ張る力をもった人物かどう
は，会員（特に若

かを 10 名程度の審査員の見識（というか，その場での

手会員）の利益を考え，若手を元気づけるさまざまな

判断・思い込み）で判定する．その結果の発表は年会

有形の手段を講じている．その 1 つが

中日の懇親会で行う，というものである．自信のある

若手奨励賞

2
研究成果を引っ提げての 10 数分の真剣勝負の場だ ．

といったものである．若手講演賞，ポスター賞などな

さて，若手奨励賞を作る際の当時の思い出を書きと

ど世の中には，むしろ過剰ともいえるほどの賞が，そ
普通でな

めておく．奨励賞受賞者に贈る楯のことである．この

れぞれの学会で用意されている．創設以来

を自負してきた生物物理学会は，その路線は

楯（写真 1）は，豊島陽子さんと虎の門の「東京カッ

とらず，無形の手段（というか仕掛け）を工夫するこ

プ」に何度か足を運んで決めたものだ．楯の左上にあ

とによって，若手（この場合は古手も含めて）の研究

るロゴマークの基本デザインは私が担当し，古田健也

意欲を鼓舞するという方針を頑なに（強い意志をもっ

君（現，未来 ICT 研究所所属 : 当時，豊島研）に作成を

て）維持してきた．そしてそれは成功し，われわれの

依頼した．半球が 5 つ（受賞者 5 名を意識）に分かれ

世代はそのような環境の中で，一人前の研究者として

たパーツを立体的に見えるようにと，何度となく手直

伸び伸びと成長することができたといえる．

しをお願いしたのちに完成したものである．どこかの

い学会

学会が担う学問分野の活力は，意欲をもった，力を

航空会社グループのロゴに似ているが，別物である．

秘めた若者をいかに引き付けられるかにかかってい

つぎは BIOPHYSICS 誌についてだが，発刊の意図

る．そのためには，いうまでもないことだが，学問の

や現状，今後のことについては，学会誌の談話室で
「BIOPHYSICS の活性化に向けて」にまとめた 3 ．

内容それ自体が魅力的でなければならない．若者が全
身全霊をもって取り組みたいと思えるような大きな

BIOPHYSICS 誌の刊行は 2005 年だが，柳田敏雄会

テーマを内包した学問でなければならない．そのこと

長時代の出版委員会で検討されていて，刊行すること

An Unusual “Ordinary Academic Society”
Shin’ichi ISHIWATA
Waseda University
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生物物理学との違いといえばわかるだろうか．敢えて
単純化すれば，前者は化学と物理を拠り所にした生物
学であり，後者は生物に題材を求めた化学と物理学の
地平の拡張というものだ．
私自身，化学生物学への対抗意識が動機ではない
が，10 年ほど前から，細胞温度のイメージングや，
局所熱パルスに対する細胞機能の応答性，そして，細
胞分裂や染色体分配への外力の影響といった，物理生
物学を意識した研究を進めている．近年メカノバイオ
ロジーがさかんだが，それも物理生物学の 1 分野とみ
なせる．
熱や温度，仕事や力・圧力，熱伝導率・粘弾性・誘
電率といった，自然現象を理解する上で必須の，しか
し目に見えない物理因子や諸物性を時空間的に見て操
作できるようにする手法の開発．1 分子の次は，局所
物性だ（30 年来の念願）
．ナノとはいわないが，少な

写真 1
生物物理若手奨励賞受賞者に贈る楯

くともミクロンサイズで

細胞内場

のダイナミクス

をイメージングし操作することによって，多彩な細胞
は既定路線だった．私は，この事業も

普通の学会

（タンパク質）機能との連関を解明すること．さらに，

にする上で重要なものだと考えた．しかし，生物物理
学会らしい

普通でない

細胞外場

ものをどのように盛り込む

との連携がわかればなおよい．このよう

なアプローチは，物質の動態に着目する化学生物学に

か．1 つは，日本発のユニークな研究成果を発表する

はない，生物物理らしいものだ．物理学（化学）を，

場とすることである．昨今の国際誌のレフェリーレ

生命現象を理解する上での脇役でなく，主役にするこ

ポートは異常ともいえるほど厳しい．研究手法の高度

とである．

化，精密化が進んだ分，独創的な研究成果であって

単一細胞を

離島

に例えれば，生息する多種多様

も，詳細な裏をとることが求められる．科学論文とし

な動物種の生き様を，森林，土壌，気候などの環境を

ての必要条件を満たしていない論文は掲載できない

主役に据えて理解することに当たる．生物物理は，単

が，少々の穴はあってもユニークな論文を掲載できる

に物理学の成果を活用する定量解析学ではない．生命

ジャーナルでありたい．ジャーナルの性格を

科学の最前線を切り開くような発見的研究が可能な学

淆

玉石混

といっているのは，その意味である．アジアとい

問でもある．日本生物物理学会は， 普通の学会

と

う地域性をもつジャーナルという性格づけはまだ手つ

して，普通でない学問を育む研究交流の場を，将来に

かずだ．ジャーナルの質は，日本を中心とするアジア

わたって提供し続けるはずである．

における生物物理研究のレベル向上とともに向上すれ
文 献

ばよいだろう．

1
2

これからの生物物理

3

私なりの生物物理考は学会誌の編集委員長として巻

4

石渡信一 2005 生物物理 45, 1.
石渡信一ら 2006 生物物理 46, 46.
石渡信一 2011 生物物理 51, 044.
石渡信一 2000 生物物理 40, 1.

頭言「初心にかえる」4 に書いた．そこに書ききれな
かったことで，最近思うことを書いてみたい．

石渡信一（いしわた しんいち）
早稲田大学・理工学術院
日本生物物理学会第 16 代会長．
名誉会員．

それはフィジカルバイオロジー（物理生物学）の勧
めである．内容はすでに語り尽くされているかとも思
うが，これをいま改めて強く思う動機は，最近のケミ
カルバイオロジー（化学生物学）の隆盛（

）である．

化学生物学と生化学の違いが，ちょうど物理生物学と

石渡信一
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会長経験者からのメッセージ

International Summer School of Biophysics
― 日本発 生物物理 外伝
片岡幹雄

奈良先端科学技術大学院大学

1. はじめに

を聞きたい，その人たちに自分たちの研究を伝え評価

国際純粋および応用生物物理学連合（International

してもらいたい，一流の研究者の研究の進め方や考え

Union for Pure and Applied Biophysics, IUPAB）のホーム

方を学びたいと考えた．そこで，本会議に招待されて

ページの過去ログに，2009 年にクロアチアで開かれた

いる講演者から講師をお願いすることにしたのであ

The 10th International Summer School on Biophysics の案

る．今から思えば，本当に無謀なことであった．組織

内を見ることができる．日本の生物物理若手の会が，

委員会には，若手の助手の先生にも加わっていただい

1978 年の京都での国際生物物理学会議のサテライト

たが，ほとんどは無名の大学院生である．今をときめ

ミーティングとして開催した国際生物物理若手夏の学

く柳田さんでさえ駆け出しにすぎなかった．そして，

校（International Summer School of Biophysics（ISSB）
）が，

その大学院生たちが，国際会議の招待講演者に，本会

この発端になっている．つまり，ISSB は，日本発の

議の前に自分たちの夏の学校で講演をしてください，

生物物理の 1 つの形態なのである．

滞在費だけはこちらでもちますといった招待状を書い

今では，大学院生の海外渡航を支援するさまざまな

たのである．電子メールも FAX もない時代である．

プログラムがあり，多くの博士課程修了者は，学位取

航空便が唯一の方法で，ワープロもなかったのですべ

得までに少なくとも 1，2 回は海外で開かれる国際学

てタイプ打ちであった．驚くべきことに，招待状を

会で発表した経験をもっているであろう．私たちが大

送った 40 名近くの先生から受諾の返事が来たのであ

学院生だった 1970 年代は，国内の学会でさえ大学院

る．当時は思いが及ばなかったが，おそらく大澤先生

生の旅費を支援するシステムはなかった．まして，学

や和田昭允先生をはじめ，多くの先生方が側面からサ

生が国際学会に参加するなどとは夢のまた夢であっ

ポートしてくださっていたからなのであろう．本会議

た．そのようなときに，日本生物物理学会は，国際生

の前に 4 日間も別の用事で来日していただくのだか

物物理学会議を京都に誘致したのである．論文でだけ

ら，いろいろな先生方に本当にご迷惑をかけたのだと

名前を知り，憧れている研究者に会うことができると

今になってはじめて思いいたる．若手の活動に理解を

想像するだけで，わくわくしたものであった．

示し，暖かく見守るのは，生物物理学会のよき伝統で
ある．今後もずっとそうありたいものである．

2. 追想― ISSB1978

余談であるが，それまでの夏の学校の分科会といえ

1977 年山中湖畔で開催された生物物理若手夏の学

ば，自分の研究紹介や，話題になっている論文の講読が

校で，国際会議に際し，若手は何をすべきかという議

主体であり，現在の夏の学校のように講師を招き講演

論が真剣になされ，国際会議参加者にまで広げて夏の

を聞くというスタイルではなかったのである．今のス

学校を開催することが決まったのだった．柳田敏雄さ

タイルになったのは，ISSB がきっかけになっている．

んを組織委員長に事務局は大阪支部が担当し，各地区

ISSB は，1978 年 8 月 30 日 か ら 9 月 2 日 の 4 日 間，

支部が分科会（シンポジウム）を少なくとも 1 つ組織

今は閉鎖された関西セミナーハウス（神戸市北区）に

することにした．また，校長先生は，大澤文夫先生に

おいて開かれた．8 つのシンポジウムが組織された．

お願いした．

著名な研究者や，第一線で活躍している研究者が続々

私たちは若く，理想だけは高く，怖いもの知らず

と会場に到着した．そのときの感激は今でも覚えてい

だった．ISSB では，一流の外国人研究者を招き講演

る．講演やそれに引き続くディスカッションは本会議

International Summer School of Biophysics—Another Story of Biophysics Started from Japan
Mikio KATAOKA
Nara Institute of Science and Technology
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さながらの白熱したものであった．ISSB の衝撃的な
印象は，しかし，講演や質疑だけではない．
一流の研究者が，大浴場では童心に返って潜りっこ
をして楽しんでいる．あまりのはしゃぎように，それ
はお行儀が悪いのだとは，とてもいえなかった．背中
を流してあげたりもし，まさに裸の付き合いをしたの
である．夜には，宿泊棟ごとに大澤先生の奥様の手作
りの料理が差し入れられ，その料理を中心にビールを
片手に車座になって，外国人招待講演者の話を聞いた
り，自分たちの自己紹介をしたりして，時間を過ごし
た．時差ボケでつらかっただろうが，外国人参加者も

写真 1
参加登録をする招待講演者たち．右手にある冊子は要旨集で，大
澤夫人の筆により国際生物物理夏の学校と記されている．歓迎の
横断幕は模造紙にマジックインクで書いたもの．すべてが手作り
であった．

私たちの下手な英語に深夜まで付き合ってくれた．大
学院生と第一線の外国人研究者とが寝食を共にしたこ
のような緊密な交流は，他の学会，会場では考えられ
なかったであろう．外国人参加者は，私たちを日本の
生物物理の次の時代を担う研究者の卵として扱ってく
れたのである．ISSB にかかわった多くの大学院生が，
今，日本生物物理学会の中心で活躍していることは，
彼らが私たちに対して与えてくれた信頼に少しでも応
えることができた証と思っている．
私たちが大いに楽しみ満足しただけでなく，ISSB
は外国人参加者にもたいへん好評であった．それは，
1981 年のメキシコでの国際生物物理学会議において
も ISSB が開かれたことが物語っている．そして ISSB
は冒頭に述べたように IUPAB の正規の活動になって
いったのである．大げさにいえば，日本の若手の活動

写真 2
ISSB のあるシンポジウムの記念写真．

が世界を動かしたのである．
何もかも手探りで，手作りの ISSB の成功を支えた
のは，若手の熱意もさることながら，はじめての経験

資格者は積極的に応募し，経験を積んでほしい．しか

を理解し，暖かく見守ってくれた日本生物物理学会，

し，ISSB で私たちが経験したような

そして先生方の懐の深さであっただろうと思う．豊か

食い，裸の付き合い

同じ釜の飯を

を期待するのは難しいだろう．

今の日本の生物物理学の進展を考えると，私たち日

な生物物理の土壌で育てられてきたことを，改めて心

本生物物理学会は，国際生物物理学会議を日本に再招

から感謝したい．

致することを考えてもいいのではないだろうか．経済
的には難しい時代ではあるが，若手の育成のためにも

3. 夢―国際生物物理学会議をもう一度日本で
ISSB では，結局，私たちがいちばん学び，いちばん

国際会議を日本で開催することができたらいいと思

得をしたのだと思っている．科学は，人間の営みであ

う．実現の暁には，私たちの組織した ISSB を超える

る．だから，人間としてお互いに理解し，信頼されな

新しい ISSB が，若手の内なる想いから組織されるこ

ければ，サイエンスコミュニティーで認められたとは

とを強く願っている．

いえない．研究をし，論文で発表するだけでは不十分
なのである．このことを ISSB で痛感した．研究の開始

片岡幹雄（かたおか みきお）
奈良先端科学技術大学院大学
日本生物物理学会第 19 代会長．

の段階から欧米の研究者に知り合いができた，その一
点を取っても，ISSB が私たちに与えた影響は大きい．
私は，私たちがあのとき味わった科学的な感動を多
くの大学院生にも味わってもらいたいと思う．今で
は，多くの海外渡航支援のプログラムがあるので，有

片岡幹雄
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学会のグローバル化について

世界 共 歩 進 学術
永山國昭

自然科学研究機構生理学研究所

国際純粋応用生物物理学連合（IUPAB）に先立つ

生物学の流れが強く，日本は筋肉・モーターその延長

1 年前の 1960 年より発足した日本生物物理学会（BSJ）

の 1 分子計測が特に優れている．米国は近年チャネル

は当初より常に軸足を世界に置いてきた．しかも，最初

を中心とした分子生理の全盛である．一方ドイツなど

から世界と互角にわたり合う実力を保持してきた．私

は物理的手法の開発に伝統的強みがあると感じられ

自身 1972 年第 4 回 IUPAB 国際会議出席以来 ，40 年

る．私が携わってきた NMR 機器開発，電顕手法開発

近い歳月を常に世界を reference として歩んできたと感

も圧倒的にドイツ科学が秀でており，現在も広くその

じている．また近年 IUPAB 理事の用務に 10 年近く携

影響下にある．

1

わり，云わば BSJ を外からの視点で眺め接する機会を

表1
IUPAB 国際会議年表

得ている．この稿を借り特に IUPAB との連携を軸に
BSJ の越し方，行く末につき考えたい．IUPAB 国際会

年

議の歴年に対応させ世界の中の BSJ の過去，現在，未
来を語りたい．

場所

Participants
Total

Japan

1961

Stockholm, Sweden

1966

Vienna, Austria

1,200

9

1969

Cambridge, mass., USA

1,500

10

際会議だが，その歩みを表で眺めると，ある傾向が見

1972

Moscow, USSR

2,300

30

えてくる．IUPAB の発祥の地西ヨーロッパの開催回

1975

Copenhagen, Denmark

数が多いということである．そんな中で第 6 回大会が

1978

Kyoto, Japan

を強く感じさせてくれる．実際 IUPAB 設立に対する

1981

Mexico City, Mexico

日本の寄与は大きく，初代学会長故小谷正雄の尽力が

1984

Bristol, UK

あったと聞く．1961 年の第 1 回 IUPAB 大会へも日本

1987

Jerusalem, Israel

から小谷，江橋，大沢，和田の各先達が参加し気を吐

1990

Vancouver, Canada

い て い る． そ の 後 も 1978 年 〜 1981 年 IUPAB 会 長 を

1993

Budapest, Hungary

故江橋節郎が務めており，また IUPAB 理事も和田昭

1996

Amsterdam,
The Netherlands

で大きな存在といえる 2 ．歴代の IUPAB 会長のリスト

1999

New Delhi, India

600

55

を見ると，2011 年までの 17 人の会長の中で 2 人の会

2002

Buenos Aires, Argentina

800

60

長を出している国は日本を入れ，米国，英国，フラン

2005

Montpellier, France

IUPAB 加盟団体による民主的な選挙で行われている

2008

Long Beach, USA

ことを考えれば，このかたよりはこれらの国々の生物

2011

Beijing, China

ただし生物物理学はきわめて間口が広いので学問的

2014

Brisbane, Australia

内容の重心は各国で相当ばらつきがある．英国は構造

2017

Edinburgh, UK

1. 過去（1961 年〜 1999 年）
2011 年の北京大会で第 17 回目を迎えた IUPAB 国

1978 年京都で開かれたことはこの時代の日本の勢い

允，郷信広，私にと引き継がれ，日本は IUPAB の中

ス，イスラエルの 5 カ国である．会長が 50 カ国近い

物理学の強さを象徴しているように思われるのだが．

Global Science that Acts Together and Advances Together
Kuniaki NAGAYAMA
National Institutes of Natural Sciences, National Institute for Physiological Sciences
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(55 countries)
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2500
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こうしたばらつきは多分特定分野に傑出した指導者

ンアメリカ全体に影響力をもつ学校やワークショップ

が出現したかどうかで決まる偶然によると思われる．

を次々に開催し，IUPAB ミッションの 1 つ生物物理

たとえば 1 分子生物物理学までつながる日本の学問的

学の拡大に寄与している．

源流を大沢文夫に見ることができよう ．
3

3. 未来（2011 年〜）
2. 現在（1999 年〜 2011 年）

第 17 回 IUPAB 大 会 は 北 京 で 2011 年 10 月 30 日 〜

私が日本を代表して総会にオフィシャルに出席した

11 月 3 日の間開催された．2,500 名近い参加者，600 名

のは 1999 年のニューデリー大会からであり，そのこ

近い海外参加者（うち日本から約 100 名）を集め学問

とで世界を俯瞰できる知識と位置を得ることができ

的レベルを含め成功したといえる．これは並々ならぬ

た．私の時代区分は現在につながる IUPAB 活動の全

中国生物物理学会（BSC）の努力の表れであるが，ま

体像を体感していることを意味している．

たこれからの中国の世界にかける意気込みでもある．

現在 IUPAB には各国の生物物理学会を代表する約

会議の特徴は基礎から応用にわたる広いスペクトルと

50 の団体が加盟している．日本は学術会議の IUPAB

そのスペクトルすべてに熱心に取り組もうとする中国

分科会が改組前の生物物理学研究連絡委員会を引き継

若手の登場であった．先に生物物理学も世界の政治経

ぎ加盟団体となっている．3 年ごとに IUPAB 大会と

済を映すといったが，中国そしてブラジルの生物物理

共に開かれる総会で理事 17 人（内 5 人は常任理事）

学の隆盛を間違いなく予見できる．

の改選が行われる．理事の半数近くはヨーロッパ勢と

では私たち日本はどうするのか．2010 年の学会誌

いうのが伝統である．ここで生物物理学会の現在の世

の連載「日本発の生物物理学」を見る限り基礎研究に

界勢力図を学会員数で示してみよう．米国（9,500）

おける生物物理学の健在ぶりは将来にわたって十分と

は群を抜いており，会員の 4 分の 1 が外国人会員とも

いえる．しかし IUPAB の名前，International Union for

いわれ，年会自体が国際的である．米国はしたがって

Pure & Applied Biophysics の中に純粋と応用が含まれて

IUPAB を重要視していない．一方ヨーロッパはヨー

いるように，今は特に基礎から応用への展開が求めら

ロッパ生物物理学連合（EBSA）全体をとっても会員

れているように思う．IUPAB 自体 i）生物物理学にお

数（〜 3,000）は日本より少ない．たとえば英国単独

ける基礎研究の発展，ii）発展途上国への生物物理学

では 400 人といわれている．ただし個々人の生産力は

の拡大，iii）社会における生物物理学の応用展開を

圧倒的に高い．また学会 OB の厚みも凄まじく 1,000

3 大ミッションとしており（G. Roberts 寄稿参照），こ

人を超えているという．

の流れに呼応する BSJ の今後の発展に期待したい．

こうした中にあって 2009 年からスタートしたアジ
文 献

ア生物物理学連合（ABA）の動きは特筆に値する（N. R.

1

Jagannathan 寄稿参照）
．現在 7 カ国が参加し，その総
会員数（〜 9,000）は米国学会に迫っている．ABA の

永山国昭 1972 「学会紀行―第 4 回国際生物物理学会に出
席して」，生物物理 13, 330-333.

前身は 1994 年播磨からスタートした東アジア生物物

2

和田昭允 2005 物理学は越境する，岩波書店．

3

大沢文夫 2005 飄々楽学，白日社．

理学シンポジウム（EABS）で，その前身は 1985 年から

4

永山國昭 2010 「シリーズ：世界の生物物理学 II（1）途上国
の生物物理」生物物理 50, 44-45.

3 回続いた日中生物物理学シンポジウムであった．日
中のつながりは故寺本英ら京大関係者のおかげであ
る．生物物理学の欧米外でのこうした台頭は 21 世紀
の特徴で，そのまま世界の経済政治状況を反映してい
るといってよい．
ブラジル，トルコ，クロアチアの各国の生物物理学
会に招待され，2009 年に世界を周遊をしたのだが，

永山國昭

こうした国々の若者の生物物理への期待を肌で感じ
た ．それは 1975 年の京都で開かれた第 4 回 IUPAB
4

大会の当時のわれわれの姿でもあった．特にブラジル
は気鋭の 40 代若手のリーダー Marcelo Morales（リオ
デジャネイロ連邦大学）に率いられ勢いがある．ラテ



永山國昭（ながやま くにあき）
自然科学研究機構生理学研究所
自 然 科 学 研 究 機 構 生 理 学 研 究 所 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，岡崎統合バイオサイエンスセンター教授
を経て，2011 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/
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学会のグローバル化について

A Strategic Plan for the International Union of Pure
and Applied Biophysics
Gordon ROBERTS
Setting Priorities
The core objective of the International Union of Pure and
Applied Biophysics is the advancement of research and education in biophysics across the world. In working towards this
objective it is important to set priorities and attainable goals.
The strategy for the future work of IUPAB has three key components:
• The flagship activity of IUPAB is the triennial series of

com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/journal/

International Biophysics Congresses, which play a unique role

12551), edited by Professor Jean Garnier and published by

in providing overviews of the breadth and depth of inter-

Springer, has made an excellent start, having published some

national biophysics research.

first-rate reviews. The format of short incisive reviews including free colour figures is an attractive one.

• The second major activity of IUPAB is Capacity Building,

Collaborations. It is clearly the case that, if IUPAB is to

through educational courses and workshops, particularly in

make a greater impact, it will be essential to put additional re-

scientifically less-developed countries.
• The promotion of the Application of Biophysics in a range of

sources into our activities. To achieve this, we must seek

fields from medicine to bionanotechnology is very impor-

matching funding for specific initiatives from other inter-

tant, and should preferably be carried out through collabo-

national and/or regional organisations and work collaboratively

rations with other relevant organisations, including other

with such organisations on initiatives of mutual interest in all

scientific Unions, in order to reach the appropriate audi-

the three areas of activity mentioned above.

ences.

Capacity-Building̶Support for Schools and
Workshops

The Financial Background

Support for educational activities is second only to the

The main constraint on what we can do is, of course, finan-

Congress in the priorities of IUPAB. Financial support for

cial.
Subscriptions of adhering bodies. This is the only continuous

Schools and Workshops can take the form of direct grants to

source of income for IUPAB and it is very important that

organisers, the provision of expenses towards meeting the cost

these subscriptions are paid promptly.

of ‘IUPAB Lecturers’, and/or the provision of bursaries to allow young biophysicists to attend. Given the limited resources

Biophysical Reviews. Our new journal (http://www.springer.
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of IUPAB, there are limitations to the support which can be

that Schools and Workshops sponsored jointly by IUPAB and

provided:

the regional associations should be actively promoted, perhaps

• In years in which an International Biophysics Congress is

becoming the norm in the future.

held, support is provided only to the Congress (notably in
terms of bursaries to allow the attendance of young scien-

Task Forces
The four Task Forces which have existed within IUPAB de-

tists from developing countries).
• In other years, priority is given to supporting Capacity

veloped in a rather ad hoc fashion over the years. In a funda-

Building activities. Support will only be given to conven-

mental reconsideration of the role of Task Forces in IUPAB,

tional specialised scientific meetings if they have a strong

we have abolished the existing Task Forces and, in the light of

Capacity Building element and/or they promote collabora-

the priorities outlined above, established two new ones:
1. A Task Force in Capacity Building and Education to devel-

tion with other international organisations or Scientific
Unions.

op our educational activities in collaboration with the

It will not be possible to fully fund Schools and Work-

Regional Associations.

shops, and organisers are expected to raise at least matching

2. A Task Force in Applications of Biophysics, promoting ap-

funding from other sources—national, regional, international

plications of biophysics in fields from medicine to bio-

or industrial. In many cases the involvement of IUPAB may

nanotechnology. This Task Force will also be responsible

be useful in leveraging such additional funding, and the Exec-

for any contributions from IUPAB to inter-Union ef-

utive will help with this where possible.

forts, led by ICSU, to bring science to bear on world
and societal problems.
Both Task Forces will have a specific remit of working with

Regional Biophysical Associations
There are currently three Regional Biophysical Associations,

other Scientific Unions and international organisations to-

the Asian Biophysical Association, the European Biophysical

wards objectives of mutual interest. Each Task Force will be

Societies Association, and the Latin American Federation of

led by a member of Council; membership will be agreed after

Biophysical Societies, each of which is a grouping of national

consultation with the Adhering Bodies.

Biophysical Societies. The Biophysical Society (USA) effectively covers North America, and of course has members from

It is hoped that these modest changes in the way in

around the world. Each of these is an Adhering Body of

which IUPAB operates, with the emphasis on working

IUPAB. The most conspicuous gap is Africa; it is clear that

with other international organisations, will allow it to con-

more work is needed to contribute to the development of Bio-

tinue to have a substantial influence in promoting the sci-

physics on the African continent, and this will be a major pri-

ence of biophysics throughout the world.

ority for IUPAB over the next few years.
There are considerable advantages to IUPAB in working together with these regional associations, notably in Capacity

Gordon ROBERTS
President, IUPAB; University of Leicester, UK

Building activities. This kind of partnership would have obvious organisational benefits, might keep costs down by ensuring that we make the most of the available regional resources,
and would also ensure that the Schools and Workshops were
appropriately tailored to the target audiences. It is proposed

Gordon ROBERTS

学会の
グローバル化
について
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The Biophysics Research: The Role of Indian Biophysical
Society (IBS) and the Asian Biophysics Association (ABA)
N. R. JAGANNATHAN
1. Birth and the Early Days of Indian
Biophysical Society (IBS)

2. Progress of Biophysical Research in India
The last two decades has witnessed phenomenal growth of
biophysics research in India. In 1980s, the macromolecular
crystallography, which was originally started at the University
of Madras by G. N. Ramachandran spread to the Indian Institute of Science, Bangalore and later on to various parts of
India. During the initial period, institutions such as IISc,
Bangalore and Bhabha Atomic Research Center at Mumbai
were the two centers that carry out most work. Later the period 1990 to 1999 saw consolidation of macromolecular crystallography in India through the efforts of M. Vijayan with
many other Universities and Institutes initiating research in
this fascinating area of research. Institutions such as SINP
(Kolkata); All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)
and National Institute of Immunology (NII) in New Delhi;
University of Madras at Chennai; National Chemical Laboratory, Pune; Bose Institute at Kolkata had started protein studies using X-ray crystallography. Later in the growth phase
from the year 2000 onwards, many more Institutions initiated
macromolecular crystallography in India. To name a few,
Centre for Cellular and Molecular Biology at Hyderabad; International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology and Jawaharlal Nehru University at New Delhi; Centre for
DNA Fingerprinting and Diagnostics at Hyderabad; Indian
Institute Technology at Roorkee, Central Drug Research Institute at Lucknow, etc. At each of these institutions, there are
active groups of biophysicists working on problems of current
interest.
At the same time, a national NMR facility at the Tata Institute of Fundamental Research at Mumbai was established under the leadership of Girjesh Govil, which became a driving
force in contemporary research in the area of structural biology using NMR. Studies related to structure and dynamics of
proteins and DNA, protein folding, and metabolism in intact
cells by in vivo NMR are carried out at this Institute. Presently researchers at IISc, Bangalore; Central Drug Research Institute, Lucknow; International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, New Delhi and Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad have also initiated research in the
area of macromolecular NMR.
This was followed by setting up of a department in early

Since the days of Jagadish Chandra Bose, the first Indian
physicist to realize the importance of physics in biology, the
area of biophysics flourished at many Universities and Institutes as centers for multidisciplinary research in India. N. N.
Dasgupta was another active researcher from Saha Institute of
Nuclear Physics (SINP) in Kolkata fabricated the first electron
microscope in India and played a key role in introducing biophysics as a part of physics teaching at the University of
Calcutta. In later years, a separate Department of Biophysics,
Molecular Biology & Bioinformatics was established at the
University of Calcutta. At the same time, A. R. Gopala
Ayengar at Bhabha Atomic Research Center (BARC), Mumbai
was doing in biophysical studies with radioactive isotopes and
ionizing radiations. Also at the University of Madras, G. N.
Ramachandran developed a laboratory for study of biomolecules using of X-ray crystallography. Under his leadership,
pioneering work on the triple helical structure of collagen was
determined. Since then the famous Ramachandran plot has
been used internationally as a method for predicting the protein secondary structures. G. N. Ramachandran later moved
to Indian Institute of Science (IISc) in Bangalore, where V.
Sasisekharan, an active member of his group, made significant
contributions in predicting alternative DNA structures that
are different from the usual Watson-Crick Model. By this
time, in several other parts of India, physicists and biologists
working in different areas found it relevant to apply their expertise in diverse problems of biophysical research.
In 1965, the Indian Biophysical Society was formed with
the headquarters in Calcutta (now known as Kolkata) and
with its registered office at the Saha Institute of Nuclear Physics (SINP). One of the important activities of IBS is to hold
National Symposium every year in collaboration with different host Institutions in the country to foster exchange of ideas
and interaction between scientists working in the various areas
of biophysics, to share their ideas and to establish collaboration between scientists. N. N. Saha hosted the first three annual IBS symposia at SINP in Kolkata, where a number of
important research papers were presented. This was followed
by other meetings across the length and breadth of India.
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1990s to initiate research in the area of the application of
NMR in the medicine with special reference to MRI and invivo MR spectroscopy in human and animal systems at the
All India Institute of Medical Sciences at New Delhi, currently headed by N. R. Jagannathan. This was the first facility in
India that was set up for teaching, training and research in the
area of biomedical NMR. The research activities include understanding the molecular and biochemical basis of various
disease processes. These investigations are directed towards
improving our existing knowledge of various disease processes
at the molecular level and also towards developing newer noninvasive MR methodologies of diagnosis, study of newer
drugs, etc. Later other institutions like Centre for Cellular &
Molecular Biology at Hyderabad, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences at Delhi and SGPGIMS, Lucknow
have started work on biomedical NMR applications.
Further, developments in theoretical and computational
biophysics, molecular modeling as well as bioinformatics took
place at IISc in Bangalore; SINP in Kolkata; Centre for Cellular & Molecular Biology at Hyderabad; University of Pune at
Pune; Jawaharlal Nehru University at New Delhi; and at other centers. In addition, there are several other institutions that
are also pursuing various other branches of biophysical research like ion channels, membrane structure and function
and biophysics of cellular and biochemical processes, etc.

目次に戻る

for master’s course in biophysics was formulated under the
Chair of N. R. Jagannathan. Other activities of IBS include
encouragement of young researchers by instituting cash
awards with certificates for best five poster presentations in the
National Symposium every year. Additionally, an award
named after Late Ratna Phadke to honor her is reserved for
the best oral presentation at these meetings. The IBS also gives
two travel awards to cover partial expenses for attending the
IUPAB International Biophysics Congress held abroad once
every three years. One of these awards is the Jagadish Bose
award for senior scientists above 35 years age and the other is
the G. N. Ramachandran award for younger scientists below
35 years age.
In the year 2002, an important achievement of the IBS was
to begin a series of prestigious G. N. Ramachandran (GNR)
Memorial Lectures shortly after GNR passed away. These lectures are held once a year in during the IBS symposium. The
first GNR Memorial Lecture was held at the IBS-2002
national symposium in January, 2002 at the University of
Madras, where GNR started his pioneering work. This lecture
was delivered by the renowned crystallographer and Nobel
Laureate V. Ramakrishnan from UK on Crystal Structure of the
30S Ribosomal Subunit. The others who gave subsequent
GNR Memorial Lectures so far include the Nobel Laureates
Hartmut Michel, Kurt Wuthrich, Richard R. Ernst and Ada
Yonath, and others like Seiji Ogawa, William G J Hol, Tom
Blundell, Martin Karplus and Robert H. Austin. All the GNR
awardees are made Honorary Fellows of the Indian Biophysical Society.
The Indian Biophysical Society closely interacts with the
Indian National Science Academy (INSA), which coordinates
all activities concerning International Council of Scientific
Unions and the International Union of Pure & Applied Physics (IUPAB). The President of IBS is a member of the INSA
national committee for IUPAB, which helps the process of
continuing cooperation between these three important
bodies. As a result of this, the XIII International Biophysics
Congress was held in New Delhi in September, 1999. Also in
February 2003, a well attended IUPAB International Workshop on Education and Capacity Building in Biophysics: Needs
of the Asian African Region was held at IIT Roorkee as a part
of the IBS-2003 national symposium.
India is represented well in the executive council and in the
various Task Forces of IUPAB. Working in the council and
Task Forces, India had made significant contributions in the
formulation and steering of Task Force programmes. Govil
served as member of the IUPAB council and also as VicePresident while M. Vijayan and T. P. Singh served as elected
members of the Council of IUPAB. Presently, India is

3. Activities of the Indian Biophysical Society
(IBS)
The Indian Biophysical Society is now one of the most active scientific societies of India, where the young researchers
and students are given ample opportunity to present their
work and discuss freely with their senior colleagues. At present, the Society has expanded considerably and there are over
850 life members from all over the country. Most of the important decisions at the executive council and the annual general body meetings are arrived at by consensus in a friendly
environment. Over the years IBS grew fast and gaining a true
national character. One may visit the IBS website at www.tifr.
res.in/~ibs for information about the current executive council, life membership, upcoming symposia and other academic
programs of the society.
In addition to hosting annual National symposium, IBS
also takes initiatives to suggest ways to improve and standardize biophysics teaching in India. Biophysics education is an
essential component for young researchers to ensure sustained
growth and the future flourish. In this regard, IBS arranges
workshops prior to every National symposium for the benefit
of new comers to familiarize with various aspects of biophysical research by emphasizing certain topics. Further, a syllabus
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represented in the executive council of IUPAB by N. R.
Jagannathan. Recently, IUPAB along with the publisher M/s.
Springer had launched a new journal “Biophysical Reviews”
with Jean Garnier as Editor-in Chief with N. R. Jagannathan
from India as one of the members of the Editorial Board.
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invite and encourage all the scientists working in various
member countries and working in various areas of biophysics
to come together and establish collaboration between individual scientists and between member countries.
The biophysical research activities of member countries are
given in the web site www.aba-bp.com. A look at the research
carried out in member countries point to the fact that there
are several areas which are of mutual interest to many scientists and thus ABA can be a platform of future collaboration
between individual scientists and between countries. As a
community we should also institute short term fellowship
programs under ABA for free exchange of researchers, especially students and young researchers, to visit laboratories of
their choice and spend 3 to 6 months to learn latest modern
technologies and methods of biophysical research in any of
the member countries. ABA should also strive to have long
term association with member countries for exchange of scientists and for collaboration. Specifically, the Indian Biophysical Society is highly interested to foster collaboration say for
example, with the Biophysical Society of Japan that have a
large membership and with many laboratories having modern
latest sophisticated facilities like in optical imaging etc. Similarly we would like to establish link with the Biophysical Society of China, Korean Biophysical Society, Biophysics Society
of ROC, Australian Society for Biophysics, and Biophysical
Society of Hong Kong.
I urge fellow biophysicists of member countries to use ABA
as a platform for collaboration between member countries
and between individual scientists. We also need to expand
ABA by including other countries of the region where biophysics research is being carried out like Singapore, Magnolia
and others. Further, ABA should plan for arrangement of outreach activities in various other countries of the Asian region
for the spread of Biophysics education and research. ABA being an adhering body to the IUPAB would be ideal forum for
establishing active interaction with the international biophysics community. The 8th ABA meeting would be held in Jeju,
Korea during May 2013. As President of ABA, I take this opportunity to extend a warm welcome to all scientists of the
member countries of ABA to come together to share our
thoughts and ideas.

4. Indian Biophysical Society and the Asian
Biophysics Association (ABA)
G. Govil was instrumental in establishing a platform for
cooperation between scientists belonging to different countries in the Asian region. As an initial step, the President of
the IBS and few representatives attended the East Asian Biophysics Symposium (EABS), which is held once every three
years in different member countries. The Indian participation
was started in 2003 at the EABS-2003 held at Taipei (Taiwan)
and later at the EABS-2006 held at Okinawa (Japan). In these
meetings, India was also invited as an observer for the Steering Committee meetings. In the Steering Committee of
EABS in 2006, it was decided that EABS shall henceforth be
called the Asian Biophysics Association (ABA) to have larger
participation of countries from Asia including Australia. ABA,
as of today consists of 7 countries that included: Japan, P. R.
China, Hong Kong, China-Taipei, Korea, India and Australia.
The first symposium under the ABA banner (6th ABA – as it is
called) was held in Hong Kong in January 2009.
Recently, the 7th ABA was hosted by India during January
2011. This symposium consisted of G N Ramachandran lecture by Professor Ada Yonath, Nobel Laureate, 7 Plenary and
42 invited talks, 15 oral presentations selected from the abstracts submitted, 9 ABA travel award lectures and 1 Ratna
Phadke Award lecture. In addition, 240 abstracts are presented as posters. Over 400 participants from Australia, Chile,
China-Beijing, China-Taipei, England, France, Germany,
Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Switzerland,
USA, and India. The meeting provided a common platform
to scientists, researchers and others working in the broad area
of Biophysics to exchange knowledge, experience and ideas
and to make appropriate plans for the future.

5. Interaction between Member Countries of
the Asian Biophysics Association
The objectives of the Asian Biophysics Association are to
promote biophysical research and education and to disseminate the knowledge and techniques in biophysics within and
among Asian nations and regions. This is done through organization of meetings once in two years in one of the member
countries. As scientists we need to continue to boost up cooperation between scientists in the Asian region and around the
globe. As the current President of ABA, it is my privilege to

N. R. JAGANNATHAN
President, ABA (2011-13)
President, IBS (2008-09)
Department of NMR & MRI Facility
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi – 110029, India
N.R. JAGANNATHAN
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Promoting China-Japan Collaboration in the Field
of Neurobiophysics
Jun-Xian SHEN
I have engaged in academic exchanges in the field of bio-

Council meeting was held in Okazaki. As a delegate of BSC,

physics for about 30 years. In May 1985, the first China-

I attended the meeting to report the progress of 17th Inter-

Japan Bilateral Symposium on Biophysics held successfully in

national Biophysics Congress (Oct.30-Nov.3 2011, Beijing).

Wuxi, China, about 500 attendees. As an organizer, I have

Fortunately, I visited again to the Natl. Inst. Physiol. Sci.

made the acquaintance of many famous scientists, including

(NIPS) almost 20 years passed. This tour to NIPS and previ-

Setsuro Ebashi, Fumio Oosawa, Ei Teramoto, Sho Asakura,

ous visit to SEIRIKEN Brain Institute gave me extremely

Michiki Kasai, Nobuhiro Go, Yoshimasa Kyogoku, Kuniaki

deep impression on achievements in the field of biophysics

Nagayama and so on. Subsequently, nine Symposia on Bio-

and neuroscience in Japan.

physics have held, e.g. C-J BSB (1988, 1991), EABS (1994,

My major is neurobiophysics, specially animal acoustic

1997, 2000, 2003, 2006) and ABA (2009, 2011). As a mem-

communication and auditory mechanism in the brain. Re-

ber of ABA Steering Committee (2011), I believe these meet-

cently I and my collaboration team demonstrated that males

ings benefit all of us and present great opportunities to discuss

of concave-eared torrent frog Odorrana tormota living near

interesting subjects with colleagues.

fast-flowing streams possess ultrasonic communication capacith

ty (Nature 2006). Ultrasonic perception in the frog species

SEIRIKEN Conference under the title of “Frontiers in Opti-

represents a new example of independent evolution. Before

cal Neurosciences” and “Comparative Neurophysiology” to

ovulation, gravid females emit high-frequency short calls that

honor Professor Akira Watanabe’s life-long scientific achieve-

are distinct from males’ advertisement calls. Playbacks of fe-

ments (March 1992). Later, as a visiting scholar, I was invited

male calls evoke vocalizations and extraordinarily precise posi-

to work on optical recording of brain stem activity with Prof.

tive phonotaxis. The localization accuracy of O. tormota is re-

Kohtaro Kamino in the Tokyo Medical and Dental University

markable in light of their small head size (interaural distance

(1993) and on spatial hearing of bushcrickets with Dr. Makio

of

Kashino in the NTT BRL (1997). In March 30 2010, IUPAB

high-frequency hearing beyond the ability to avoid masking

As an invited speaker, I was happy to attend the 17

1 cm), and suggests an additional selective advantage of

The first China-Japan Bilateral Symposium on Biophysics held successfully in May 1985, Wuxi China. The leaders from Biophysical Society of China
and Biophysical Society of Japan (from left to right): Jun-Xian SHEN, Ke-Chun LIN, Shu-Min SHEN, Dong-Cai LIANG, Sho Asakura, Setsuro EBASHI.
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On a Steering Committee meeting of East Asian Biophysics Symposium (Okinawa 2006). From left to right: Jun-Xian SHEN, Kuniaki Nagayama,
Adrew WANG.

by low-frequency background noise (Nature 2008). Further-

tions and neural mechanisms remain to be further investigat-

more, O. tormota can tune its ears dynamically by closing its

ed. I sincerely hope Japanese biophysicists and neurobiologists

normally open Eustachian tubes, resulting in an up to 20 dB

can collaborate with us to promote neurobiophysical researches

gain in eardrum vibration at high frequencies (10-32 kHz)

in some interesting fields.

and 26 dB attenuation at low frequencies (3-10 kHz) (Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 2008). However, the females have no ear

Jun-Xian SHEN
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Vice-President of the Biophysical Society of China

canals. Our combined studies have shown that there are
noticeable sex differences in hearing between the sexes of
O. tormota (Nature Communication 2011). All evidences imply the frog species O. tormota have evolved high-frequency
sound communication system, although anatomical adapta-

Jun-Xian SHEN

The opening ceremony for the 17th IUPAB Congress held in Beijing. The Congress took place in the Chinese National Convention Center from
30 October to 3 November 2011.

学会の
グローバル化
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Biophysics in the Asian-Pacific Region
— A Vibrant Community
Tai-huang HUANG
2011 marks a remarkable year for the Biophysics commu-

On the other hand, developments in new physical-chemical

nity in the Asian-Pacific region. The Asian Biophysics Associa-

concepts and new technologies also create new opportunities

tion (ABA), founded in 2006 in Okinawa as an outgrowth of

and open up new possibilities in biophysical research. This in-

the East Asian Symposium in Biophysics (EASB), held a suc-

tricate inter-relationship and inter-twining of physics, chemis-

cessful conference in New Delhi, India in January, 2011. The

try, biology, and medicine rendered the field of biophysics so

17th International Biophysics Conference of IUPAB was held

fascinating and captivating.

in Beijing, China in October, 2011. Prof. Kuniaki Nagayama

Much of our ability as biophysicists to contribute to the de-

has just completed his term as the President of IUPAB and

velopment of science comes with the breadth and interdisci-

Prof. Ze-he Rao from China was elected as President-elect of

plinary nature of this branch of science. Along with the

IUPAB in Beijing. Prof. Rao will serve his term as President of

breadth and interdisciplinary nature of biophysics it also

IUPAB beginning in 2014. All these are testaments of a grow-

comes with challenges. In particular, the field is so complex

ing and vibrant biophysics community in the Asian Pacific re-

that no one is expected to know all. The instruments are also

gion.

often so expensive that we need to share. Thus, biophysics is a

Biophysics is an inter-disciplinary and constantly evolving

field that stands on top of the list in science that demands

field of science. It encompasses such diverse fields that virtual-

more international collaboration. With today’s ever increasing

ly everyone can claim to be a biophysics to some extent. More

speed of transportation the national and geological boundary

intriguingly, the boundary seems to be continuing expanding,

is blurring and quickly disappearing. I can travel from Taipei

much like our universe. Whatever diverse it may be we all

to most cities in the Asian-Pacific region in hours. High speed

know what is biophysics when we see one. As biophysicists we

communication is also so fast that there seemingly exists no

are all proud of our contributions to the well-being of man-

boundary among us. However, there is one thing that tech-

kind. The discovery of DNA double helix started the biotech-

nology can never replace, namely the human factor. Only

nology revolution; the deciphering of structures and function-

when we are willing to interact that the interaction can take

al mechanisms of proteins, protein machines, ion channels,

place. Although, we, scientists are often rather open minded

muscles etc open the door to peek into the secret of life; the

and do interact often, peculiarly, or perhaps naturally, scientif-

developments of powerful spectroscopic tools for probing

ic breakthroughs often occur by serendipity. In this spirit we

bioenergetics, the energy landscape of macromolecule and

are grateful that a sound and vibrant Asian-Pacific Biophysics

molecular dynamics; the development of theories and compu-

Association exists to serve as a platform for the biophysicists

tational tools for modeling and predicting macromolecular

in this region to interact (http://www.aba-bp.com/), thanks to

structures and functions; the development of modern imaging

the efforts of many prominent biophysicist in this region. In

techniques that have reshaped the landscape of medical radi-

particular, Prof. Kuniaki Nagayama, Prof. Mikio Kataoka and

ology; the observation of biological phenomenon at single

many colleagues of the Biophysical Society of Japan have

molecular level allowed the scientists to venture into the

spent enormous amount of time and effort in pushing the for-

world of nano-science, just to name a few. Our discoveries

mation and her subsequent operation ever since its inception.

have led to far reaching impacted in the development of mod-

The first East Asian Symposium on Biophysics (EASB), the

ern biology, biotechnology and biomedicine, which in turn

predecessor of ABA, was held in Harima Japan. Subsequently

have led to better understanding of life and better health care.

four more triennial EASBs were in Beijing, China; Kyonju,

The impacts go beyond the life science and extend further to

Korea; Taipei, Taiwan; and Okinawa, Japan, respectively. Fol-

more fundamental physical concepts and chemical principles.

lowing the warm reception and success of EASB the forma
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tion of the Asian-Pacific Biophysics Society was proposed and

We have bilateral conferences in NMR and in crystallography.

unanimously supported by all participating countries during

There are probably other areas of collaboration that I am not

the EASB council meeting in Okinawa in 2006. The found-

aware of. It gives me great pleasure to have the opportunity to

ing members include the biophysical societies of the following

congratulate the publication of the 300th issue of “Seibutsu

regions, in alphabetic order, Australia, China, Hong Kong,

Butsuri”. I also like to thank all the good things that the Japa-

India, Japan, Korea and Taiwan. The objectives of ABA are to

nese Biophysics Society and her members have done in spear-

promote biophysical research and education and to dissemi-

headed the promotion of collaborations and interactions in

nate the knowledge and techniques in biophysics within and

Biophysics in the Asian-Pacific region. I wish the continued

among Asian nations and regions. ABA holds the ABA Sym-

great success of the Japanese Biophysics Society. I am sure the

posium once every other year. The first two were held in

legacy that has help created the ABA will live on and ABA

Hong Kong in 2009 and New Dehli, India in 2011. The next

will continue to prosper. It is also hoped that more specific

one will be held in the beautiful Jeiju Island in Korea in 2013.

subjects of collaboration will result as well.

I have the privilege of participating in the EABS-ABA activiMy best wishes,

ties since years back and have witnessed the growth of the
community. More gratifying is seeing the much increased interactions among the society members. ABA symposium is
now a much anticipated activity to see old friends and to

Tai-huang HUANG, Ph.D.
President, Biophysical Society of ROC
Distinguished Research Fellow
Institute of Biomedical Sciences
Academia Sinica
Taipei, Taiwan

make new friends.
Biophysicist from Taiwan have had excellent track record in
collaborating with our colleagues in Japan. Our crystallographers come to Japan to use the “Photon Factory” for protein
crystal diffraction studies. I, myself collaborated with Prof.
Tai-huang HUANG,
Ph.D.

Masatsune Kainosho of Nagoya University in NMR research.

The opening ceremony for the 17th IUPAB Congress held in Beijing. The Congress took place in the Chinese National Convention Center from
30 October to 3 November 2011.

学会の
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1960 年に発足した日本生物物理学会は，2010 年 12 月に創立 50 周年を迎えるにあたり，会誌「生
物物理」において 50 周年記念特集「日本発の生物物理学」（50 巻 1-6 号）を企画するとともに，9 月
の東北年会では記念シンポジウムを，そして 12 月に東京の日本科学未来館にて記念式典および記念
講演会を開催しました．9 月の年会では碩学による回顧と若手研究者によるパネルディスカッション
「生物物理の未来を語る」を行い，12 月の 50 周年記念講演会では，中堅研究者による「生物物理，今
後の 50 年」と題したパネルディスカッションを行いました．
「生物物理」の 300 号では，上記のような創立 50 周年事業での取り組みと連携する立場から，「生
物物理の未来」を主題とする記念特集号として企画しました．本座談会では，パネルディスカッショ
ンのメンバーを骨格として，同世代のいわゆる「中堅の研究者」の皆さんにお集まりいただきました．
50 年後につながるような将来像・未来像を展望することをめざして開始した座談会は 4 時間を超え，
熱い討議が繰り広げられました．
．
．

石森浩一郎
北海道大学
専門：生物無機化学

原田 慶恵
京都大学
専門：分子生理学

伊藤 悦朗
徳島文理大学
専門：神経生物学

望月 敦史
理化学研究所
専門：数理生物学

高田 彰二
京都大学
専門：生体分子シミュレーション

安田 賢二
東京医科歯科大学
専門：細胞ネットワーク

寺北 明久
大阪市立大学
専門：光生物学

若槻 壮市
高エネルギー加速器研究機構
専門：構造生物学
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300 号記念の座談会「生物物理の未来」にご出

明するのか非常に興味があります．細胞分裂というプ

席いただき，ありがとうございました．私が特集号の

ロセスは「情報の世代伝承」と「空間構造の再配置」を

編集委員長を仰せつかったのも，昨年 12 月の 50 周年

進めながらより複雑な組織化を進める生命の中での固

記念講演会の中で「生物物理，今後の 50 年」に関す

有の（世代という）時間軸です．つまりシステムは最初

るパネルディスカッションの司会を務めたのが縁かと

からすべての要素が準備されているのではなく，いろ

思っています．今日は皆さんの研究分野における現状

いろなものが段階的に生まれてきて破壊と創造を繰り

や課題をきっかけとして，50 年後につながるような

返して変化するのです．ここでは局所が全体を知って

生物物理学の将来像・未来像を展望してみたいと思い

いるのかどうかも時間軸，空間軸をまたがった興味あ

ます．マクロからミクロという全体の流れで話し合っ

る課題です．方法論の軸についても，テクノロジーが

ていきましょう．まずは「細胞ネットワーク」がご専

もつ潜在的可能性を見いだして，それを最大限利用で

門の安田さんからお願いします．

きる実験系を考案して実証的に利用するところにも生
物物理の「生命科学」の中での立脚点があるかと思い
ます．たとえばナノテクノロジーは，うまく使えば要
素と要素の相互作用を（同じ技術を生命の異なる階層
に用いて）時間的，空間的に厳密に操作できる可能性
を示しています．生命の世界で何が起きているか，物
質や情報の相互作用について，今までは集団平均とし
て単に観察していたものが，1 つ 1 つの要素の相互作用
という観点で実験モデルを作って検証できるのです．
木寺

生命の中で物理現象がどのように巧みに使われ

ているか，物理学としてはきわめて強く一般的な原理
というところが要求される訳ですけれど，たとえば生
物学というのは常に特殊化・個別化・個別論の世界に
入っていくという特徴がありますが，そこの切りわけ
はどうお考えでしょうか

安田賢二

安田

たとえば実際に実験をし

ているシステムで細胞を使うと細胞の個性が出てきて

私は生命科学を物理の一分野として考える立場

しまいますね

そこで一般化というのはどのように

で，いちばん興味をもっているのが「集団の中の物理

にして成立し得るのでしょうか．

現象としての生命現象」です．たとえば，通常，集団

安田

で見られているバクテリアを 1 細胞だけ孤立化したと

はヘテロな集団です．ところがヘテロでありながらあ

き順応力をもつのか，集団化することではじめて安定

る一定の集団サイズと空間配置になると出てくる機能

化した行動，あるいは履歴の記憶をもつことができる

は安定します．これは生命の「集団化効果」とでもい

のか，などのトピックに始まり，マクロファージの貪

えるでしょう．なぜ集団ではヘテロさが消失するの

食履歴の記憶や心筋細胞，神経細胞のネットワークの

か，あるいは要素のヘテロさはどこまで許されるの

特性を研究してきました．物理学の一分野として生物

か，などは生命システムの個別論とは逆の一般化への

物理を考えるとき，生命の何を研究していくのかとい

方向をもつ課題だと思います．また手段の立場から考

う研究目的の軸と，どのようにして理解していくのか

えれば，最新のテクノロジーの潜在的有用性を駆使し

という手法の軸，この 2 つの軸があると思いますが，

た「構成的な方法論」によって，自然界にあるものを

必ずそこには「物理」の言葉が入ってくると思います．

分析的に見るというスタンスだけではなくて自然界に

前者では，物理現象としての無生物と生物の違いの理

ないものを作って見ていくことができるところが「物

解，そして物理現象を生命がどのように巧みに利用し

理」だと思います．そういえばよく生命系の研究科に

ているかを「物理」の言葉で理解することは生物物理

よばれてお話をすると「そこまで人工的な系を作ると

の主題だと思います．トピックとしては，決定論とい

生命ではない」といわれますが，この「
（既知の）生

う古くて新しいモデル，後天的な獲得情報の獲得・保

命ではない」といわれる研究が許されるところが「生

持・細胞間伝承，そして生命システムの（細胞分裂を

物物理」なのかもしれません．

組み入れた）自己組織化などを物理現象としてどう説

若槻


たとえば細胞なども，臓器を構成している細胞

高エネ研の中に 100 人くらい理論家がいますが
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生物のことに非常に興味をもってくれる人も結構い
て，物理学者として生命科学の研究に飛び込みたい，
「俺たちを誘ってくれ」というのですね．「物理は普遍
的な理論を求めるのに対して生物は各論に美学があ
る，重要性もある」と思って，理論みたいなものが生
物学で本当にできるのだろうかという意識だと思いま
す．で，今の安田さんのお話と高エネルギーの物理
学，特に理論物理学の人たちの興味を照らし合わせる
とひょっとすると，もう 1 つ上の枠の理論的なものを
求めているのかなという気がします．それを生物物理
のほうがめざすのかめざさないのか，結構大事な議論
かと思います．
木寺

今いわれたその「もう 1 つ上の枠」とは，たと

えば生物とか物理とかが下にあって，もう 1 つ上とい

望月敦史

うような
トラディッショナルな物理の理論である必要は

神取

続いて望月さん，お願いします．

ないと思うのです．彼らが求めているのはあくまで統

望月

私は数理生物学という学問をやっていまして，

一的に説明する，個別を包摂するような…

それは生物現象に対して数理モデルや計算機を使って

神取

研究する分野です．実はこの学問自体が生物物理学会

若槻

たとえば数式みたいなものがあるといちばんい

いですよね．

でインキュベートしていただいた経緯があります．こ

若槻

こ 10 年の数理生物学は大きくようすを変えています．

非常に複雑な数式でも何でいいのだと私は聞い

て思っていますが，少なくとも生命現象をすべて説明

キーワードを 2 つ用意してきましたが，1 つが生物の

できるようなものです．それはいわゆる物理の理論で

階層性です．実は数理生物学は個体や集団あるいは進

ある必要はないという感じがすごくします．

化といった分野で成功してきた歴史があります．最近

安田

多分，その 1 つ前の段階，先ほどいった集団の

の僕らの世代は，もう少しミクロな分子生物学や発生

物理学，集団の生物物理学，これがまずあるべきだと

生物学などの分野に切り込んでいくことを意識してい

思います．

ま す． 生 物 学 の 目 標 の 1 つ に 階 層 性 を 打 ち 破 り，

神取

安田さんの専門，細胞ネットワークは生命科学

DNA から進化まで一貫して理解したいことがあると

の将来の課題そのものであるというふうに思うのです

思いますが，そのためには何段階かの階層の壁を突破

が，たとえば実験で乗り越えなければならない課題は

する必要がありますね．そこに今までと違った形で数

どういうものがありますか

理生物学もかかわりたいと考えています．もう 1 つの

安田

生物物理のいちばん重要なところとして，決し

キーワードは，仮説ドリブンであるかそれともデータ

て実験屋さんになってはいけないし，理論屋さんに

ドリブンであるかということです．数理生物学という

なってもいけない，両方ができるような素朴な分野

のは，まずえいやっと仮定やモデルを立てて，そのモ

（笑）
，をめざさなければいけないと思います．「生物

デル振る舞いを計算する．その後実験と比較して仮説

学」にこだわらないことでシンプルな実験モデルがで

を検証するというやり方をよくします．でも，それだ

きます．既存の生物学の分析的アプローチを続ける限

けだと最近の実験の進歩を十分に取り込めません．た

り，非常に複雑で専門化していかなければいけない．

とえば高解像度のイメージングデータを元に数理モデ

つまり生命科学の研究者が「これは生物ではない」と

ルを作る方法や，あるいは分子種の非常に多い複雑な

いわれるような研究プラットホームを自由に構築する

ネットワークのようなデータにも切り込めるデータド

ことによって，われわれはものすごくシンプルな系を

リブンの要素をもった理論を作ろうとしています．つ

構築して「自然」に聞けばそのまま答えを出してくれ

まり数理生物学といったときにもたれる従来のイメー

る，そういうものを作れる可能性があると思います．

ジから，われわれは今大きく変わりつつあります．そ

つまり生物物理の強みは「生命科学じゃない」といわ

れから，先ほどの理論物理学のような理論についてで

れても気にする必要がない「考え方のやわらかさ」な

すが，若槻先生がおっしゃることと同じかどうかわか

のかもしれません．

りませんが，私やほとんどの数理生物学者は生物全体

4 4 4 4
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を説明する統一原理というよりは，むしろ個別の文脈

望月

で面白いと思われている現象に取り組む方針で研究を

思っています．まず高田さんの研究って，階層を越え

進めています．私は生物というのは，個別の現象が面

てるんじゃないかと思うのですけど（笑）．分子のレ

白いと思うんです．細部を詰めていくと，非常に普遍

ベルからファンクションを説明しようとされてますよ

的な原理につながることが，いくつかの成功例でもあ

ね．階層を越えることについてですが，一旦物理法則

ると思います．理論にもいろんな方法があるんじゃな

から自由になってしまうと結構自由にできるかもしれ

いかなと思います．

ません．というのは分子生物学より上のレベルでは，

安田

分子間の相互作用に基づいて細胞の機能や，形態形成

では，数理生物学は，生命をどう定義してるん

近い考え方の方がたくさんいることをうれしく

でしょうか．

を理解できるようになってきています．それはモデル

望月

答えになっているかどうかわかりませんが，わ

的な理解だと思うんですが，分子生物学は物理学の法

れわれは「生命とはこのようなものである」といった

則から自由になって数学や論理学を使うことによっ

考え方からスタートするよりは，その理論が現象の理

て，自由に階層を越えていると思うんですね．それを

解に役立つかどうか，という基準で進めるように思い

体系として定式化することが，1 つ新しい理論を作る

ます．原理第一主義というよりは，プラグマティズム

道ではないかと思っています．だけど，古典的な物理

なんだと思います．

学と，今いった論理学をどう橋渡しするかが大事なポ

安田

イントで，高田さんが，がんばってらっしゃるのはそ

ある現象が原因であるのか，それとも結果であ

るのか，一瞬を見るとその区別がつかないことがあり

こかなと．

ます．ところが，法則を作っていくためには，原因か

木寺

結果か決めなきゃいけない．そのときプラグマティズ

ている論理学，因果関係の複雑なネットワークと，物

ムでどう選ぶんでしょう

理的な実体をもった現象としての理解をどうつなぐか

望月

がわれわれの課題だと思うのですが，答えはあるで

相関する現象の，どちらが原因でどちらが結果

そこがまさに高田さんの質問で，生物学が使っ

であるかを区別するときにこそ，プラグマティズムが

しょうか

役に立つと思います．つまり，わかっている現象のう

望月

難しいところを突かれたと思います．まったく

ち，A を原因としたモデルと B のほうを原因としたモ

その通りで，それに関しては現在具体的なアイデアは

デル，それぞれで違いが出たとすると，どちらがより

ありません．今私が申しあげられることは，大きな分

正しいか明らかにできるというのが，わかりやすい例

断があってその下には 1 つの理論体系がある，その上

だと思います．

にも新たな理論があり，これもまだまだ育てていく必

高田

要があるということです．

階層を越えるのが生物物理の 1 つの目標ではな

いかといわれたんですけど，私も階層性を越えて理解

若槻

したいと思っています．しかし特に理論の場合，階層

こようとするときの理論体系は，物理的な法則をもっ

を越えるって本当に難しいと思います．具体的にいい

て生物学を統一理論でまとめることではないと思うん

例は何かありますか

ですね．そういう意味で望月さんがいう物理の呪縛か

望月

そうですね，ちょっと待ってください．

ら外れた論理学が，望まれているアプローチだと思い

伊藤

その間にいいですか

私が申しあげた，物理の人たちが生物に入って

物理はやはり言葉が不

ます．問題は，統一的な理解に結びつける筋道を考え

足していると思います．物理学自体はトップダウンで

ながらやっているかどうかで違いが出てくる気がする

階層を降りてくる分には対応できるわけですが，下か

んです．全体に結びつけることができるようになった

ら部品を積み重ねていったときには，数的爆発も起こ

ら，もう生物物理学じゃなくて生物なんとか学って

るし，不可能なことが多いわけです．ですから，現在

でっかい理論にすればいいのかなって気がする．

の物理は間違ってはいないですが，生物を語るにはま
だまだ力不足で，だから生物物理の人たちは物理自体

神取

を作らなければならないと思います．

ます．

神取

伊藤

僕は 12 月のパネルディスカッションで望月さ

次は神経生物学を代表して，伊藤さんお願いし
脳の高次機能を考えると，階層性を越えて研究

んが生物学オリジナルの理論を構築したいといってい

することになります．個体行動を階層を下げて調べる

た，あれが非常に印象に残ってて，それは若槻さんの

と，最終的に 1 個のニューロン内の極微量の mRNA

質問に対する答えだと思うんです．どういう風に作ら

やタンパク質の量的変化まで，現時点でも容易に調べ

れるかはこれからのお楽しみですか

られます．一方で，今後 50 年後に神経生物学で何を
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をしても，その上の階層がまたあって，そして心があ
る．つまり，私の印象としては，階層が多いのかな
と．しかも，物理の人たちの階層構造と，私たちが
いってる階層構造とはまったく違うから，気をつけた
ほうがいいです．
安田

さきほどの適応の話ですが，生物学者からは，

順応と適応というのをちゃんと使いわけなさいといわ
れる．適応の場合は遺伝子まで戻っている．一方，遺
伝子ではなくて単なる履歴現象を順応であると．しか
し，順応のプロセスが神経には非常に顕著に出る．神
経っていうのは細胞を見ただけでも非常にユニークだ
と思う．
神取

じゃあ，神経細胞のユニークさについて，伊藤

さんからもうすこしご説明ください．

伊藤悦朗

伊藤

ニューロンの中身を考えている分には他の細胞

明らかにできたらよいかというと，やはり心の問題で

となんら変わりはないんです．人の脳の中にはたとえ

すね．今は，脳の扁桃体ならびに視床下部が大事なの

ば千数百億個のニューロンがありますが，実はその

はわかっています．そこで今後は，そこのニューロン

ニューロン 1 個 1 個は全然違う個性をもっています．

1 つ 1 つで起こっていることを明らかにし，その情報

他の例でいえば，ある特定のがんに着目しても，その

を元に，階層をあがり，最終的に個体が心をどのよう

がん細胞 1 個 1 個は全部個性が違っています．特段，

に発現するのかがわかるとすばらしいです．しかし，

私としては学問分野ごとに違いがあるとは考えていな

重要なことは，部品を集めて積みあげても全体はわか

いです．

らないことです．生物学では数学でいうところの組合

若槻

せ爆発のようなことが平気で起こっていますので，新

50 年かけてもいいんです．

たな物理学的解釈も必要になると思います．私はこの

伊藤

ような考えですので，生物物理は生物学の 1 つでなけ

個性を計測すること．その後，スーパーポーズして

ればならないし，物理学の 1 つでなければならないと

いってどういう振る舞いをするのか，それを語る理論

思っています．その上で，生物物理はこういうことを

を作ることです．それは，新規の原理をもち込まなく

やってるんですよ，という PR をし続ける努力が必要

たって，カルノーサイクルを拡張した形で生物の体は

だと思っています．

動いてるんですよ，っていうことでもよいんだと思う

木寺

んです．でもそれができるのが，生物物理の人だと

神経生物学では階層性がきわめて重要な問題で

だとしたら，生物物理で心を説明できるか
ええ．繰り返しますが，まず 1 個 1 個の細胞で

あるといわれたわけです．だけど，神経の場合，近く

思っています．

と巨視的に離れたところがすでに接続されている．つ

木寺

まり他の分野の人たちがもっていない，階層接続のな

る．たくさんの個別のニューロンの計測があって，そ

にか特別な観点というものがあるんじゃないですか

れをある論理で組み立てる．そこまではわかるんだけ

伊藤

ど，動物の振る舞いっていわれたじゃない．それを物

私の理解としては，他の分野と変わらないで

す．

やっぱり伊藤さんがいわれたことには飛躍があ

理学なり，生物学として，サイエンスとしてどうやっ

寺北

たとえばホルモンエフェクトもそうですよね．

て記述するんですか

望月

行動に対する 1 つの原理として，適応という言

伊藤

望月さんパス．
（笑）

葉があります．神経生物学を考えたときに，うまく機

望月

先ほど順応と適応を区別しなければいけないと

能しているかどうかを適応で測るんですけれど，細胞

いうご発言がありました．私は，両者は単なる時間ス

のレベルでも，組織のレベルでも，個体のレベルでも

ケールの違いだと思います．環境に対する順応を，い

それが出てくる．だからこそ，別に細胞だけを扱って

ちばん短期的なものを順応，その次が分子の適応で，

いる生物学と違わないと思います．

人間の行動や，もっと非常に長期的な，すなわち 100

若槻

年以上の変化への適応が進化なんだと捉えれば同じに

私はむしろ今のお話は逆かなと思ったんです．

脳については，分子レベル，細胞レベルでいくら理解

なると思うのです．そう考えると，理論のレベルで神
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経細胞の適応的振る舞いを個体に解釈してもっていく

縮をできるだけ簡単な形で光学顕微鏡下で再現してみ

ことは，難しくはないと思います．

ようと，in vitro motility assay 法を開発しました．その

木寺

後，やっぱり 1 個の分子の動きを見たいなと思って，

それはいいんですが，さっき伊藤さんにした質

問の中身は，さっきの言葉でいうと心の問題というの

ERATO の柳田プロジェクトで，現東京大学の船津高

は，どうサイエンスで記述されるんですか

志さんや現東京工業大学の徳永万喜洋さんと分子 1 個

という話

です．
望月

のイメージングをする実験を始めました．幸いなこと
これは本当に個人的なアイデアなんですけど

に蛍光色素 1 分子を見ることに成功し，今では 1 分子

も，心は過剰適応だと思います．

イメージング技術を使った研究が世界中に広まってい

伊藤

いま皆さんが出してこられているいくつかの問

ます．アメリカの生物物理学会に行くと，われわれが

題を，私がごちゃごちゃに話してるのがまずいのかも

いちばんに始めたはずなのに，1 分子イメージング技

しれません．つまりサイエンスとして語れるところと

術を使った研究がどんどん先に進んでいて，今は一矢

語れないところを，合わせて話してしまっている．そ

報いるために，新たな技術の開発をしているところで

の点を整理した上で，木寺さんに対する答えが 50 年

す．今後，研究をどのように発展させていくかという

後に出ればよいなぁ，と思うわけですね．

ことですが，私は，大沢文夫先生がよくおっしゃる，

神取

だけどやっぱり脳・神経の問題とか，心の問題

湯川秀樹先生が「生命は積み木細工ですね．量子力学

を明らかにするのは生物物理のような気がするよね．

のような難しいこと，直感を越えることは何もありま

伊藤

はい，そう望みます．

せんね．脳もわかってしまいますね．」とおっしゃっ

木寺

さきほどの「心は過剰適応だ」というのは，す

たという話がありますが，大沢先生と同じで，生物分

ごい発言でしたね．（笑）

子機械は人工機械とは違う，巧みなしくみで働いてい
るはずだと信じています．そしてそのしくみを明らか
にすることをめざしています．巧みといっても正確に
働いているというのではなく，正確に働いているのは
むしろ人工機械で，生物は間違うことを前提としてい
て，多少の間違いがあっても最終的にはうまく働くし
くみになっているというところがすごいのだと思いま
す．間違いを許容できるというところが生物のよいと
ころだと思います．このようなしくみを明らかにする
ことが将来社会に何かしらの貢献ができるのではない
かと思います．
木寺

たとえば 1 分子計測は，テクノロジードリブン

の生物学の最も花形となる大成功したものですよね．
先ほどいわれていたアメリカでさらに先に進んでし
まっているっていうお話がありましたけれど，じゃ

原田慶恵

神取

あ，これから何をすればブレイクスルーが出てくるの

それでは次に分子生理学を専門とされている原

か．技術のための技術にならないというのが非常に重

田さん，お願いします．

要な生物物理学としての立場だと思うんですが，何を

原田

私はもともと，タンパク質の巧みな機能につい

知りたいから何の技術を開発しなくちゃいけないの

て知りたいと思っていました．でも修士課程まではゾ

か，何か今こういう問題に対してこういう計測が今求

ウリムシの研究をやっていて，それが縁で大阪大学基

められているんだっていう，そういうことをお教えく

礎工学部生物工学科の大沢文夫先生の研究室に博士課

ださい．

程から移りました．最初はゾウリムシの研究を続けて

原田

いましたが，ゾウリムシは単細胞生物ですが，1 個の

これまでの研究の成果で，細胞内情報伝達の経路は解

細胞が非常に高度な機能をもっていて，研究するには

明されたけれど，細胞の機能はまだまだわからないこ

難しい材料でした．それで，やはりタンパク質の研究

とだらけです．それを明らかにするのが生物物理学の

をしようと，柳田敏雄先生のもとで筋収縮の分子メカ

役目だと思うんです．だから，これからめざしている

ニズムの解明というテーマで研究を始めました．筋収

のは，細胞の中のすべての分子について，1 個 1 個の


ブレイクスルーは始まっています．たとえば，
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分子が，どのような相互作用をして全体として機能し
ているのかをすべて理解しようということです．もち
ろんそれで本当に細胞の機能がわかるのか，確証はな
いけれども，今後は細胞の中での個々の分子のふるま
いを明らかにすることが重要なのではないかなと思っ
ています．それを調べる方法として，最近，超解像顕
微鏡という光学顕微鏡法が開発されています．これま
で，光学顕微鏡の空間分解能は光の波長で規定されて
いて 200 ナノメートル未満のものは理論的に見えない
といわれていたのですが，巧みな方法で，今では数十
ナノメートルあるいはそれ以下の空間分解能で観察す
ることができるようになってきました．
木寺

先ほど望月さんにした質問の，論理学と実体の

ある物理学をどうつなぎますか，というものの 1 つの

高田彰二

回答が，今の原田さんの答えにあるんだろうと思うん
です．本当に細胞を見てしまって，1 つの分子が 1 つ

さんが話された分子機械，特に分子モーターなどの研

の蛍光分子の位置だということで，物理的な実体の中

究を行っています．分子モーターって，0.1 nm スケール

でシステムという論理学の記述が再構成されて理解さ

の化学的な素過程と 10 nm スケールの運動とが階層を

れるということが実験的に可能になる．まさに論理学

越えてカップルしていますよね．ミクロの化学反応が

と物理学の接続ができる可能性の 1 つであるというふ

酵素の構造変化を誘起し，それで分子がマクロに動き

うに思いました．

始める，マクロに動き始めたタンパク質が今度はミク

望月

私もまったくその通りだと思います．先ほどは

ロの化学反応を制御する．そのしくみを，分子シミュ

まだこれからだとおっしゃいましたけど，私は注意を

レーションで理解していきたいと研究をしています．

もって原田さんたちの研究を見ていきたいと思ってい

しかし，技術的には非常に難しいのです．生体分子

ます．

シミュレーションという分野は，この 50 年で著しく

神取

日本は，もともとどこかにある技術を発展させ

拡大してはいますが，本質的な生命現象を記述するに

るのが得意だってみんないうんですけど，1 分子イ

はまだ非力です．多くの分子スケールの現象はミリ秒

メージング技術は日本で生まれた技術です．さっきの

以上の時間スケールで起こりますが，私たちにはマイ

ご発言の中で今はアメリカが結構進んでいるといわれ

クロ秒しか計算できません．そこで，工夫をするしか

たのが僕はちょっと意外でしたが，それにはどういう

ないわけです．私個人としては，粗視化っていう，本

背景があるのですか．

質だけをとりだそうという技術を使って階層を越えた

原田

いと考えてきました．

やはり研究者数が多いということと，それから

違う分野の人と組むのがすごくうまいんです．だから

今 後 に 目 を 向 け る と，2010 年 の Science に 載 っ た

われわれも他の分野の研究者ともっと積極的に話をし

David Shaw の論文で，非常に特殊な計算機環境で，原

て，どんどん共同研究をやっていかなければいけない

子レベルの 1 ミリ秒のシミュレーションを実現したっ

なと思っています．たとえば，2003 年に神経化学会

ていうのが出ました．これは本当にブレークスルーで

と合同の年会をしたことがありますが，これからも，

す．こういうのが 5 〜 10 年で誰でもができるように

違う学会と合同年会を開催するというような機会が

なれば，おそらく実験家が観察しているのと同じ現象

あってもよいかなと思います．

を， 原 子 の レ ベ ル で 観 れ る よ う に な り ま す． も う
1 つ，私の期待は，粗視化技術で分子構造をもとにし

神取

高田さんは生体分子シミュレーションがご専門

て望月さんがいったような細胞レベルを説明できるよ

です．

うにすることです．さらに 50 年後には，量子力学に

高田

基づいたシミュレーションと計算機を使ったデザイン

はい．私は物理化学出身ですから，物理化学に

基づいて分子レベルの生命現象を着実に理解していき

が鍵だと思っています．

たいと思っています．最初に心をとらえたのはタンパ

望月

ク質フォールディングの問題でした．その後は，原田

ボトムアップ的にやる話だと思っていたんですけど
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も，高田さんのやり方は重要と思われるとこ以外を

1 つ 1 つ原因を探って，計算を改良して越えていくわ

パッと切ってしまう，これはモデリングだなと思った

けです．ミリ秒がどんどんシミュレーションできるよ

んですね．僕らは，細胞レベルや発生の現象を説明する

うになれば，おそらくミリ秒で本当に起こっている現

のにこの遺伝子とこの遺伝子だけが大事だっていうの

象が観れるようになると信じています．

で，えいやっと抜いちゃったりするんです．高田さんの
分野では何を切り捨てるのかのコツはあるのですか
高田

多分，一般論というものはなくて，さっき望月

さんがいわれたように，個別論だと思うんです．個別
の問題で，実験データを見て，構造を見て，最小ユ
ニットは何かなどを調べて，その中の最小のことだけ
を入れるしかないのです．
望月

やっぱり一般論がないってことがポイントなん

ですよね．個別に，切り込む位置を決めたらそれがそ
の研究者にとっての勝利の手がかり，そういう感じな
のかなと思ったんですけど．
高田

まったく，その通りだと思います．

安田

計算と実験のいちばんの違いって，計算は可逆

な系で，左右同じ確率で起きると思うんです．けれ

寺北明久

ど，実験系だと片方向しか絶対起きない，これが生命
の 1 つの神秘だと思うんです．ミクロから観ていく計

神取

続いて光生物学の寺北さん，お願いします．

算で不可逆は説明できるんでしょうか

寺北

私のバックグラウンドは生物学，専門は分子生

高田

私は，これは単純に確率の問題だと思っていま

理学，光生物／視覚です．視覚にかかわるロドプシン

す．自由エネルギーの高いほうから低いほうへ流れる

やその仲間の光受容タンパク質の多様性に興味をもっ

確率が高い．スケールが大きくなると，落ちた自由エ

ています．このメンバーの中では，私がいちばん生物

ネルギーの値が大きくなり，もはや逆に行く確率はほ

物理学（会）とは距離があるかも知れません．たとえ

とんどゼロです．

ば，ヒトはロドプシンのなかまの遺伝子を 9 つもち，

木寺

さっきテクノロジードリブンという考え方が出

その半分程度はまだ機能がよくわかっていません．ロ

ましたが，その点で計算の人間って非常に lazy で，計

ドプシンのなかまの構造の多様性と機能の関連を明ら

算機は勝手にムーアの法則で進化します．David Shaw

かにすることから，マルチな光受容タンパク質が関係

の Anton がそのうち使えるようになるでしょうという

する光センシングシステムをその進化も含めて理解し

訳です．われわれは非常に受け身だなあという気がし

たいと考えています．現在では，ロドプシンのなかま

ているのですけど．

個々の分子特性についてはある程度わかってきました

高田 私個人は同感ですが，分野としてみれば Shaw も

が，実際それらがどの程度異なる機能を生み出してい

生物物理の研究者です．彼はタンパク質の計算のために

るのか，または協調的に機能しているのかを明らかに

専用計算機を作ったのです．実験の方がたとえば新しい

する段階と考えています．機能というのは細胞の機能

高速AFMを作るっていうのと同じです．残念ながら，日

であり，さらに最終的にはどのような行動するのかな

本の，私の近くで起こった訳じゃないということです．

ど，個体レベルでのアウトプットです．私は，ロドプ

伊藤

実験系の場合，階層は上から下だと思うんで

シン分子の機能や機能発現の違いを生物物理の言葉で

す．たとえば光生物学はどれだけ短い時間を測れるか

説明できないか，生物物理学的なユニークな測定方法

というふうに進んできたわけです．ところが分子シ

で機能の壁を突破できないかと思いつつ，この学会に

ミュレーションは，1 フェムト秒のステップを，Da-

参加しています．

vid Shaw の論文だと，10 個集めるわけです．集めて

ロドプシンは，光を計測に使えるターゲットとして

きただけで，われわれが実際に測ってきたものと一致

研究されてきた面もありますが，そこでわかったこと

するんでしょうか．

を，これから生物を理解するのにどのように役立てる

高田

のかも今後の，たとえば 50 年先の課題だと思ってい

12

たしかに，今までより長いシミュレーションを

やると，最初は実験とあわない場合も多いんです．

ます．たとえば，多様なロドプシンのなかまを改変し
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て，GPCR の か わ り に 生 体 に 置 い て， さ ま ざ ま な

達のカスケードのどこかの段階で辻褄があわされるよ

GPCR のさまざまな反応やアウトプットをすべて光で

うな進化が起こっている訳です．分子の多様性につい

生じさせるようなオプトジェネティックスにより，生

ては，だんだん明らかになってきていますが，それぞ

命現象の複雑さを単純化して理解できるようになるの

れの個々の細胞なり，個々の組織なり，個々の個体が

ではと期待しています．

どういうふうにタンパク質を組み合わせて，新たな機

若槻

能的な特徴を作り出しているか，システムとしての分

最後のところにすごく興味があるのですが，

GPCR の替わりにロドプシンのなかまをエンジニアリ

子の進化・多様性の理解が大切だと思います．

ングできるとしたら，いろいろな色の光に限定的に反

木寺

応し，さまざまなシグナルを出すようなロドプシンの

まっていてはわからないかもしれない訳ですね．たと

なかまを作る必要がありますよね．

えば，今 1 個の分子またはその周辺のいろいろな種類

寺北

の分子を見て，そのタンパク質の進化の履歴はどの程

GPCR は数千種類ありますが，細胞内において

分子，たとえばロドプシン，GPCR だけにとど

活性化する G タンパク質の種類はたかだか数十種類

度わかるのでしょうか

です．つまり，細胞内のシグナル伝達システムの種類

寺北

は限定されています．ですから，特定の色に反応する

たどると，そのタンパク質の分子進化，履歴は議論で

ロドプシンのなかまをどのように用意するのかのほう

きると思います．たとえば，ヒトが色を感じるために

分子の特性が大きく変化するような変遷だけを

が問題だと思います．吸収する波長が異なる 2 種類の

もつ 3 つの光受容タンパク質の進化をたどると，分子

ロドプシンのなかまが，1 つの細胞の中に存在してい

の履歴もわかりますし，ヒトの色覚がどのように獲得

て，波長に応じて細胞内のセカンドメッセンジャー量

されたかも理解できます．また，ロドプシンの吸収特

を規定するというシステムが最近発見されています．

性と生活環境などもよく一致しています．ただ，タン

つまり，光の強さではなく光の色により細胞の活動を

パク質の機能を微調整的に変化させるようなアミノ酸

制御することが可能です．

置換が起こっている場合，1 種類の分子を眺めても多

若槻

そうだと思いますが，細胞内で起こることのシ

くの場合，機能や分子特性の進化の履歴については明

ミュレーションと比較できるようにするには，シュミ

確にはわからないと思っています．いい換えれば，シ

レーションで扱う生体分子の数に合わせて非常に多く

ステムの機能やその進化を理解すれば，個々のタンパ

（n 色）の改変ロドプシンを用意することが必要だと

ク質についての分子機能やその進化や多様性について

思 い ま す．50 年 先 を い っ て い る の で， ブ レ イ ク ス

理解できると思っています．

ルーとして本当に n 色に対して，それぞれの波長だけ
に対応するようなものが作れ，そしてローカリゼー
ションもきちんと制御することができるとすごいなと
思ったのですけど．それを理論生物学の方々と，たと
えばこのスイッチを入れたらこうなったよというよう
な議論できれば面白いですね．さらに，ミリセカンド
よりずっと長く，たとえば 1 年というスケールで大き
な構造のシミュレーションができると面白いですよね．
寺北

それは興味深いですね．薬物投与だとどうして

も体全体を刺激することになるのですが，光だと，光
の色を特定して特定の場所を刺激することが可能であ
る点も有利だと思います．
木寺

進化についてですが，たとえば進化の何が分子

に反映されるのでしょうか

分子だけを見ていて進

若槻壮市

化について何を語れるのでしょうか
寺北

神取 若槻さんには構造生物学を代表してお願いします．

そこがまさに，「分子からみる進化」のこれか

らの問題だと思います．たとえば，情報伝達の効率が

若槻

よいロドプシンのなかまと，そうでないものが使われ

ことで，普通でいうと生物学でないところで仕事して

ている視細胞を比べると，光に対する視細胞の応答感

いるように思われるんですけど，私の意識は生物学を

度は同じくらいという例があります．つまり，情報伝

やるための物理的手法，それの開発もします，というこ
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とです．で，テクノロジードリブンといういい方がさっ

することができるということですか

きから出てるんですけど，私は基本的な考えとしては

若槻

生物の研究をするためにテクノロジーを作るというこ

分の一のパルス長であることがカギです．どこまで

とをモットーとしています．もともとは工学部の化学

フォトン数を増やせるのか，原子分解能まで本当に正

工学というシステム工学的なところにいたのですが，

確な構造が決められるのかが次の課題です．

各要素のことが実はまだよくわからない状態で生態系

石森 もう 1 つ階層性をあげたいという場合に構造生

や生体などのシステム全体をみるということにフラス

物学としてどういうことを考えていますか

トレーションがありました．したがって，生命現象に

若槻

ついては要素をちゃんと見ていきたい，しかも生体分

と X 線構造を組み合わせるということはもうすでに

子それぞれを点ではなく形の動きとして見る，そのた

行われています．このような複合解析をもっと多くの

めに必要な技術を開発し，それを使って研究するとい

手法にまで拡張して取り入れることで原子レベルから

う考え方をとっています．構造生物学の具体的なター

細胞・組織レベルまでの階層構造をとらえる相関構造

ゲットとしては細胞内外で生体物質がどうやって認識

解析が大事と思っています．

されて移動するかということです．つまり，遺伝子に

神取 200 号の座談会を見て今の状況と比べみると構

は直接書かれていない輸送や翻訳後修飾を「場の生物

造生物学の進歩，特に膜タンパクの構造解析の急激な

学」としてとらえ，各論として個々の現象に踏み込み

進展が顕著で非常に印象的です．膜たんぱく質受容体

つつ最終的には全体像を理解したいと思っています．

の原子座標がわかると薬は作れますか

この 1 年ほど構造生物学研究の将来の方向性につい

若槻

数十フェムト秒という通常の放射光パルスの千

電子顕微鏡トモグラフィ，可視光イメージング

たとえば，岩田想さんが最近論文発表したヒス

て，岩田想さん，高木淳一さん，濡木理さんたちと議

タミン受容体については発表から 1 ヵ月もしないうち

論して出てきた考え方が「構造生命科学」です．それ

にヨーロッパのグループとの共同研究で低分子化合物

は，構造生物学をもっと敷衍して広く生命科学にアプ

の探索が一気に進んだそうです．GPCR 構造を解いた

ローチする，別のいい方をすると生命科学から必要と

当事者は皆さん創薬へつなげようと思っています．実

される構造生物学にするという考え方です．X 線・中

際にどのくらいの時間で市場に出回るかを予測するの

性子線結晶解析と小角散乱，NMR，電顕，質量分析，

は難しいとは思いますが，スクリップス研究所の Ray

計算科学などのいろいろな手法を組み合わせて相関を

Stevens の話では，構造なしでやっていたときに比べ

とり細胞分子生物学的な実験と突き合わせるという一

て構造決定後の低分子化合物の探索プロセスは圧倒的

連の研究の流れを作ろうという提案です．

に成功率とスピードが上ったと聞いています．

木寺

望月

今後の方向性の議論でミリ秒を超える時間ス

最近医学系の人たちと話したときの印象では，

ケールでもっと高次の大きな柔らかいものを対象にす

僕らのやってる理論も含めて新しい生物物理的な方法

るための研究手法として結晶構造解析以外にも他のい

に高い関心があるようです．たとえば，老化とともに

ろいろな方法をあげられた訳だと理解しますが，それ

特定の分子機能レベルの分散が大きくなる．年を取る

らを総合するということでしょうか

と調節が難しくなって，個体ごとにシステムごとに多

若槻

構造生命科学の展開でキーになるのは，分解能

分いろいろなものの機能がばらつくんですね．病気を

や特性が異なる複数の構造解析手法をシームレスに

理解しようとしたときにどうしてもミクロレベルの現

組み合わせて相関をとり多面的に原子レベルから細

象，分子生物学を取り入れなくちゃいけないという話

胞・組織レベルまで階層構造のダイナミクスを解析す

でした．今こそ，構造生物学，生物物理から生物学，

る相関構造解析法という方向だと思います．結晶構造

医学のほうにも強い橋渡しができるかもしれないと思

解析に関しては開発されつつある X 線自由電子レー

います．

ザー（XFEL）でクォンタム・リープする可能性が高

高田

いです．これまでは分解能に応じた放射線量の限界

の生体分子のシミュレーションの多くの研究者にとっ

（Henderson limit）が知られていますが，XFEL の画期

て創薬のテーマはアカデミックな興味がもたれず，真

的なことはその 3 桁 4 桁以上の量を当てても放射線損

面目に創薬のためにシミュレーションに取り組む人が

傷が起こる前にナノ結晶から回折データがちゃんと取

少なかったと思います．先ほどの Anton の計算機だと

れそうだということです．どのくらいの分解能まで出

多くのドラッグ分子に対して全然予備知識なしでも数

せるかについてはまだ未知の部分はありますが．

十マイクロ秒の計算をすることでかなりの確率でよい

木寺

結果に到達できるようなので，やはりこういう分野に

それは X 線の強度が強くても照射時間を短く


シミュレーションという立場からですと，日本
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関して今からでも準備をしていく必要があるのだと思

ことしてるんだろうって，ミクロ構造からの研究者は

います．

常に上の階層を意識して研究していくうちに何か糸口
がつかめないか，いうことでしょうね．
木寺

今までのお話の中では，ケミストリーの立場を

はじめてはっきりといわれた発言でした．先ほどまで
は，物理学と生物学しか話に出ませんでしたが，ケミ
ストリーの立場，ケミストリーの観点，ケミストリー
のものの考え方で，生物物理学はこう展開できますと
いうようなことはないでしょうか．
石森

化学というのはものつくりが基本で，ある生命

現象や物理法則があったとすると，それと同じ挙動を
するものが作れないかという発想ですよね．そういう
意味では化学っていうのは，生物と物理をつなぐ役割
としては独自のものなんですが，どこからどこへつな
ぐのか，あまり認識できていないところがあって，化
学の分野では，化学のセンスはあっても生物や物理の

石森浩一郎

神取

センスが決定的に不足しているところがあるような気

それでは最後に，お待たせしました．ご専門は

がします．化学はもっと，物理，あるいは生物のベー

生物無機化学，石森さんお願いします．

スの人の意見を聞いたほうがいいところもあるのでは

石森

ないかな，と思います．

出身は工学部石油化学で，そこで量子化学を勉

強して，世の中は生物まで含めて，全部物理法則が支

木寺 1 つのケミストリーの定義として，
「ケミカル

配するはずだと思ったんですよね．で，4 年生になっ

リアクションを扱う」っていうところがあると思うん

て研究室を選ぶときに，金属タンパク質を研究してい

です．先ほど生物学の問題として階層の上のほうの議

る研究室があって，金属タンパク質だと金属イオンの

論をしていきましたけど，その下層のほうのもっと詳

スピンとか電子っていうのが，直接その機能にかか

細なケミカルリアクションのメカニズムを理解しま

わっていて，そこでは生物的な現象が物理的に解釈で

しょうという研究はどうでしょうか．上のほうだけ

きるような気がして，そこで研究を始めたんです．生

じゃなくて下のほうもいくらでもフロンティアはある

物物理の 100 号記念誌を読み返すと，小谷先生が，金

んじゃないかという気がするんです．

属タンパク質が生物と物理をつなぐ 1 つの懸け橋に

石森

なって，生物のいろんな挙動を物理の言葉で話をした

制御するっていっても，どういうファクターが制御す

い，そういう意図でこの学会を作ったって話がありま

るかっていうのがいまだによくわかっていない．ご指

した．50 年も前の指摘通りに，いまでは，金属タン

摘の通り，分子よりも下の階層も十分理解できていな

パク質以外もタンパク質の構造や機能を支配する物

いということなんです．

理っていうのがある程度わかってきましたよね．で，

神取

これから先っていうのは，タンパク質の集合体である

ing state の結晶構造はいろいろある．ところが，やっ

タンパク質複合体とか，その上の階層である細胞とか

ぱりケミカルリアクションは，遷移状態を越えていく

に，その物理の法則をどういうふうにもち込んでいく

ところを実験データで捉えないと．この実験データを

か，ということで，最初に話がありましたけども，ど

どうやって出すかっていうのは難しいですよね．

こかに生物と無生物の境があって，それが同じ物理法

安田

則で果たして越えられるのかどうか，それが問題です

義としていってしまっていいかどうか．つまり化学反

よね．伊藤さんいわれたようにやっぱりわれわれがま

応と生命反応っていう反応系で考えたとき，そこに

だ知らない何かが物理法則の中に残っていて，それを

ギャップがあるとしたら，従来の化学反応は空間軸の

明かさなきゃタンパク質分子と個体の挙動はつなげな

情報がなかった．試験管の中だから．ところが，生

い．そんな法則は見つけようとしても見つけられるわ

命っていうのは化学反応の中に空間軸と時間軸があ

けではないので，タンパク質の分子をきちっと構造決

る．それが規則性のある不均質な場を作ることにつな

めて相互作用決めて，それが細胞や組織の中でどんな

がるのではないですか．


確かにたとえば金属タンパク質のスピン状態を

それは非常に大事な話ですよね．たとえば rest-

私が質問したいのは，化学反応は生命反応と同

生 物 物 理
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試験管の中でも，細胞の中でもまわりの条件が

んなが就職してる訳ではなくて，いろいろな組織から

同じであれば，化学反応はまったく同じだと思いま

来ている．これこそまさに生物物理の本質を示してい

す．ただ，それが「いつ」，「どこで」起こるかが重要

るのかなと思います．たとえば募集する側から見れ

で，たとえば生体の中では何千種類もの化学反応が起

ば，生物物理の新しい血を 1 人くらい試しに入れてみ

こってますけど，それをある 1 つの試験管の中で同時

ようということで，結果として生物物理との融合をい

に起こしたところで，それは生命とまったくかかわり

ろんな分野が試してくれて，生物物理というヘテロな

のない反応になってしまいますよね．生体の反応はい

要素が入っていく．

つどこでお互いにどういう相互作用しながら起こる

神取

かっていう，時間軸，空間軸があって，そこにわれわ

マイナスの面もあるんだけど，今の発言は，十分に強

れの知らない部分がある．それが生命と無生物の違い

みがあってやっていけるだろうということですね．

かなとも思うんです．

安田

安田

まさにおっしゃるとおりで，たとえば色素細胞

るっていうような（笑）．そんな可能性をもっている

で空間的な色のパターンがある．これは細胞の動きで

のが生物物理なのかなと．1 人 1 人の研究者が生物物

すね．一方，化学振動で起きる空間パターンっていう

理をどう解釈して，どう他の分野にアピールして入っ

のは，エレメントが分子なんですよ．だけど同様な空

ていくかという個別の問題で，全体としてはすごく柔

間パターンができる．ということは細胞を絶対使わな

軟性がある．

きゃいけない訳ではなくて，その基本は空間と時間の

石森

両方の次元を含んだ微分方程式な訳ですよね．それを

なると，固定された学問分野になってしまっていて，

満たすような動きができるものであれば同じ現象が出

化学会という大きな学会があって．そういう意味で

てくる．これが物理の言葉じゃあないでしょうか．だ

は，確立された学問分野としてはいいのかもしれない

としたら細胞を使ってなくても，それはたとえば無機

ですけど．100 号，200 号の記念号にも書いてあった

材料を使ったものであっても，それを生命現象って

んですけど，そんな普通の学会にしてほしくないとい

いっちゃまずいんですかね

うのが生物物理の伝統だと思うんです．

生物物理の世界におい

ては．
（笑）

木寺

その学際的というのは，プラスの面もあるし，

まあ，どこの分野まで浸食できるかやってみ

そのとおりだと思います．大学の化学科などに

すこしネガティブなことをいわせてください．

学際性というのは先ほど神取さんもいったように弱み
神取

最後にソサイエティの話をしておきたいと思い

でもある訳ですね．基盤をもたない，足場がない．だ

ます．生物物理というのはもともと，非常に学際的な

からそれぞれの人が一生懸命自覚的に学際に居続けよ

ものとして始まっている一方，大学などでは生物物理

うとしている．しかし，生物物理ですら分野として確

を名乗っている組織がほとんどありません．たとえば

立，固定化され始めていると感じます．いつまで学問

石森さんも私も化学という組織におり，人を育てる

の際に居続けることができるでしょう．学際である，

ことを考えると，生物物理は学問としてどのように

足場がないということを強みとして活かすような活動

未来を作っていけるのか，などと考えることがある

を継続していかなければならないと思っています．

わけですが，このことについて意見をいただきたいと

原田

思います．

うことがあります．他の学会でも若手賞はいくらもあ

若槻

ると思いますけど，生物物理学会では会員数の割に若

神取さんの質問の意味をまだちょっと掴みき

私は若手賞にずっとかかわってきた者として思

れてないんですけど，ソサイエティのことなのか大学

手賞に応募してくる人の数が，毎年 50 人以上もいて，

の研究室，学科を立ちあげるべきとおっしゃっている

ものすごくレベルが高いんですね．やっぱりすごく若

のか．

手は元気がいい，将来とても有望だということをとて

神取

生物物理学会では，会員数も学会発表も右肩あ

も感じています．若手賞を若い人たちはたいへん憧れ

がりで伸びてきています．これは 50 周年のパネル

ていて，みんないつかは取りたいという感じがありま

ディスカッションのときに示した通りで，私にとって

す．それが生物物理学会の未来が明るいことの 1 つの

も驚きだったんで す け れ ど， こ の 増 加 傾 向 があと

根拠になり得ると思っています．

50 年そのまま伸びるとは普通は思わない．そのとき

木寺

たしかにそれはすばらしいことですね．

に学科がないことが問題にならなければいいのだけれ

伊藤

確かに会員数は右肩あがり，年会発表数も右肩

ど，というようなことですね．

あがり，若手奨励賞はきわめて優秀です．ただ一方

安田

で，年会のシンポジウムだとか発表件数見たときに，

私たちは，
「生物物理学科」というところにみ
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分野が構造生物学と分子モーターに偏りすぎているよ

いくとか．そんなふうに切り口を広げていくのは生物

うに思います．どうしても，ヘテロというのが生物物

物理学会にとってきわめて重要だと思います．

理学会の最大の売りであるならば，やっぱりそこを

望月

もっと補強していかなければならないって思っていま

はどちらかというと，あそこは行きやすいっていう雰

す．生物物理は生物の人も化学の人も物理の人もとに

囲気を作って入ってきてもらうほうがいいと思うんで

かく入りやすくすることが最大のポイントだと思って

す．今年の生物物理の年会でも，発生生物の人たちが

います．

ごそっと来て発表しているようなセッションがありま

安田

たとえばセッションという形で，たとえば他の

したよね．あれは，よそから宣伝に来てると思うんで

学会で，計測技術のセッションとか，神経関係のセッ

すけども，生物物理の人も発表していて，すごくいい

ションをやると，その分野の人が生物物理に流れてく

なと思いました．それで，伊藤さんがいわれたことに

る，そういうことはあり得ませんか．

かかわって，やはり中心となって看板となるような分

伊藤

野はある程度あって，その上でこう裾野が広がってい

おっしゃる通りです．他の学会に飛び込んで

安田さんと伊藤さんがおっしゃったことで，私

いってシンポジウムをやってしまう．逆に，生物物理

るのがいいんじゃないかって私は思います．

で異なる分野のシンポジウムをやって，そのオーガナ

神取・木寺

イザーは会員になってくださいねということをやって

せてもらって…後はワインを飲みながら…
（ざわざわ）

これぐらいで公式なところはおわりにさ

4 時間を超える白熱した議論は，テープを起こして

におかれましては，ここに紹介した座談会記事から出

字数を数えると 8 万字に達しました．これを 2 万字に

席者が抱く「生物物理の未来」への熱い思いを少しで

まとめるのはたいへんな作業であり，身を削るような

も味わっていただけたら幸いです．

辛さがありました．それでも結果的に，運営委員会に

最後に献身的なテープ起こし作業を行ってくださっ

お約束したページ数からは 1 ページ超過してしまいま

た会長室の垣内香里さんに心より感謝の意を表したい

した．本紙面の活字として，その場の雰囲気が十分に

と思います．

伝えられているかどうかわかりません．読者の皆さま

（司会：神取，木寺）
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若手研究者から「生物物理の未来に寄せて」

生物物理 基軸

分野横断 重要性

上村想太郎

理化学研究所横浜研究所オミックス基盤研究領域

1. 生物物理学が対象にする生命現象は限定的

だからだ．しかし全体を網羅的に理解するのも生物の

生物物理学は一般に物理学が基本で対象が生物であ

仕組みをグローバルに理解することにつながる．

る．いい換えれば物理学的手法で新しい生命現象を観

一方でただ闇雲に網羅的に範囲を広げるだけではあ

測する学問といえる．

まり意味がなく，広げることによって新たな知見が得

ではいったいどのくらい広く生命現象を対象にして

られなければならない．重要なのはわれわれが得意な

いるだろうか．生命科学研究が目まぐるしくその多様

縦糸研究の質を保ちながら横に広げていくことではな

性を広げているのに対し，生物物理で対象にしている

いだろうか．そのような方向性を保持していくことが

生命現象はかなり限定されているといわざるを得ない

できれば生命科学研究として核心的な問題に迫ること

だろう．積極的に研究が行われている分子モーター研

ができるはずである．たとえば細胞が分化するときに

究を例にあげても研究の対象になっているのは生物種

は何がどのようにその運命を決定するのか，細胞のが

すべてで発現しているモータータンパク質に比べてご

ん化はどのように引き起こされるのかなどが根本的な

くわずかである．

生命現象の核心問題の 1 つだろう．これらの核心的な

私が考えるに生物物理の学問的性質としておもに縦

問題にアプローチするためには生物物理の技術をうま

糸研究（一点集中研究）を得意としていることが生命

く応用することが必要であり，生物物理技術がもっと

現象が限定的である 1 つの理由ではないかと思う．縦

このような核心的生命研究に応用されるべきである．

糸研究とは格好の研究対象さえ決まれば化学標識や構

そうした方向性は必ず生物物理から発信することの

造生物学などの手法によってより深くメカニズムに迫

できる新しい生命科学研究になるだけでなく医療応用

ることができる反面，対象を決めるのに他の研究者の

など社会との接点を生み出すことにつながる．そのた

先行研究による先行データが必要となり，どうしても

めにはまず生物物理研究者自らが研究分野を積極的に

それらに頼ってしまいがちだ．

変え，広く生命現象を把握する必要があるだろう．

生物物理学は物理学が主体ではあるということを前

3. 分野横断の難しさ

提にして対象となる生命現象の広がりを求める姿勢が

しかしながら現状では研究対象を変えるためにはか

未来への生命科学研究には大事と考える．
こ

なりのエネルギーが必要である．それだけでなく新し

こでは具体的な分野横断的横糸研究（網羅的研究）に

い分野で成功するのはそう簡単なことではない．そん

ついて述べたいと思う．

なエネルギーを使って不安定な場所に飛び込むくらい

では具体的にどのような方向性が必要なのか

なら学部生時代の研究室での研究をずっと永久に続け

2. 網羅的研究の必要性

ていくことがいちばん安定で楽かもしれない．しかし

網羅的研究というと具体的には多様な生物種をター

この考え方は自分の可能性に大きな壁を作ってしま

ゲットにする場合もあれば細胞内において発現してい

い，可能性を潰しかねない．

るプロテオームやトランスクリプトームなどのオミッ

一方でアメリカなど海外では研究者が研究分野を比

クス研究などを指すが，ある意味では生物物理の研究

較的積極性をもって変えている．まずアメリカでは研

者からは敬遠されてしまうような研究かもしれない．

究者に限らず同じ会社でずっと同じ仕事をやり続ける

すなわち狭く深く理解することの方が広く浅く理解す

人を能力が低いと考え，積極的に仕事を変える人はス

ることよりも，より生物物理学的であると思われがち

テップアップしているとみなされ能力を高く評価され

Importance of Research Field Transition with Biophysical Standpoint
Sotaro UEMURA
Riken Omics Science Center, Yokohama Institute





号特集

生物物理を基軸とした分野横断の重要性

目次に戻る

る．日本ではおおよそ逆であることはいうまでもな

かった．たとえば細胞内のさまざまな制御にかかわっ

い．これは

ている非タンパクコード RNA が大量に発見されたこ

過去

をどのように評価すべきかの文化

の違いから来ているのではないだろうか．

とで「遺伝子」という定義が不明確になってしまった．

日本では年齢を重視することからもわかるように過

人の個性や特徴を反映しているとされる SNP（1 塩基

去を重要視する．たとえば日本の大学教授が退職する

多型）のほとんどは非タンパクコード領域に存在する

際には最終講義と題して華々しい花道を用意して過去

という結果は生命現象を理解する上で生命の複雑さを

の業績を褒め称えるがアメリカではそのようなセレモ

示しており理解がよりいっそう難しくなった．

ニーは存在すらしない．

さらに転写反応は毎回決められたプロモーター位置

相手を敬い，尊敬し，偉大な歴史を振り返ることは

から転写が行われていると思われていたが個々の転写

当然大変重要なことであるが過去を意識しすぎるあま

産物を調べるとプロモーター領域周辺におよそ 100 〜

り，研究を評価する際に必然的に年齢の高い方が評価

200 塩基くらいの開始点の分散が確認された．この転

も高くなってしまうのは自然な流れである．よってあ

写開始位置の分散は結果的に発現ゆらぎを誘発してい

まり経験のない若手がすばらしいアイディアをもって

ると考えられ，簡単には解釈できなくなってきた．

いたとしても経験がないという点でチャンスが与えら

このように遺伝子や転写というすでに確立されてい

れにくい．したがって経験豊富で有名な先生の下で

ると思われていた生命現象でも多くのことがまだ正し

ずっと同じような研究をするのが楽であるという構図

く理解されておらず転写産物は生命のダークマターと

が自然と出来上がってしまう．それは日本人研究者の

よばれている．まずは全体像を把握すべきで途方もな

海外志向低下にも見られる現象ではないだろうか．私

いアプローチが必要に見えるが，複雑で理解されてい

が思うに日本人は特に自国と海外を意識して区別する

ない分野であればあるほど生物物理学的手法が十分に

傾向があると思うが研究する上では意識しないように

生かされるはずである．

いたいと思う．むしろ積極的に海外研究者を日本に取

私の主張する生物物理を基軸とした分野横断の重要

り込んでしまえばよい．オールジャパン体制というの

性は今後の生物物理の未来を語る上で重要な方向性で

は完全に時代遅れではないだろうか．

あると信じて日々研究と向き合っている．それによっ
てより多くの生命科学研究者が生物物理の重要性を理

4. 私の未来志向とは

解していただけるようになればうれしいと思う．

私は生物物理で育った研究者であり，生物物理の考

最後に生物物理学会誌 300 号を迎える節目の時期に

え方が根本に備わっていると思うが研究を進めていく

私なりの未来志向を述べる機会を与えていただいたこ

うちに狭い分野に特化していくよりも新しい分野に飛

とに感謝の意を述べたい．今後の生物物理の発展に少

び込んでみたいと思うようになった．

しでも貢献できたら幸いである．

今ではゲノムサイエンスの分野で研究をスタートさ
せたがやはり環境も違えば研究の進め方も戦略も今ま
でとはまったく異なるため戸惑うことも多い．しかし
それと同時に新しく触れる異分野の方々が生物物理の
高い技術や考え方を必要としていることも事実であ
る．そういった意味では生物物理という武器を最大限
発揮できる土壌であるかもしれない．
上村想太郎

さらに新しい分野に飛び込んでみてはじめてわかる
ことがたくさんある．ゲノムサイエンスの分野という
とかなり多くのことが理解されているような印象を以
前はもっていたが，実際に研究を開始すると逆の印象
であり，それほど多くが理解されているわけではな

上村想太郎（うえむら そうたろう）
理化学研究所横浜研究所オミックス基盤研究領域
2004 年早稲田大学大学院理工学研究科博士課程
修了．博士（理学）．同年米国スタンフォード大
学博士研究員．05 年日本学術振興会海外特別研
究員，06 年 9 月東京大学大学院薬学系研究科助
教，07 年科学技術振興機構さきがけ兼任研究者，
09 年米国スタンフォード大学博士研究員，11 年
より現職．
研究内容：1 分子計測，翻訳，転写
連絡先：〒 230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広
町 1-7-22
E-mail: s-uemura@gsc.riken.jp
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物理

鈴木宏明

生物観

大阪大学大学院情報科学研究科 / ERATO, JST

物理は，文句なく面白い．一見複雑な現象から委細

く読んだ記憶がある．いま思えば，生物物理に関する

を除いて主要な要素に注目し，簡単なモデルや数式で

話題が高校物理の教科書に少しでも入っていれば，ず

説明できるとすっきりする．また，簡単な原理を組み

いぶん興味をもったに違いない．生体の構造はどのよ

合わせて，より複合的な現象を予測できる．私は大学

うにつくられるか，生物はエネルギー的にどのように

院時代に，工学部の機械工学専攻で流体力学，乱流を

成り立っているか，化学・力学エネルギーはどのよう

学んだ．かのリチャード・ファインマンは乱流を「最

に変換されるか，これらの研究にはどのような技術が

も重要な古典物理の未解決問題」と評した そうだ

使われているか，などなど．それでも工学部を選択し

が，現在では乱流の基本的構造が解明され，多くの場

たかもしれないが，生物学という分野の見方は大きく

合はモデルを使った計算機シミュレーションで流れ場

変わっていたと思う．最近，生物物理学会ホームペー

を予測することができる．つまり，分子レベルではわ

ジの，高校生・一般向けの紹介サイトを拝見した．こ

からなくともマクロ的な挙動はおおまかに予測可能で

のような取り組みによって，生物物理の魅力が広く浸

ある．一方，生物はさらに複雑の極みである．乱流も

透すれば新しい世代の研究者が育っていくだろう．

1

生物もどちらも複雑系（入力から出力が予測できな

大学院卒業後，マイクロ流体工学のバイオ応用と

い）であるが，生物がより複雑なのは，分子，小器

いった研究を経て，生物学にほとんど造詣のなかった

官，細胞，多細胞，生物種などあらゆる階層での種類

私も 2003 年新潟での年会から生物物理学会に参加し

や相互作用の多様さ故であろう．流体力学でも，連続

ている．参加した当初は，分子レベルでの計測，操作，

的で一様な流体に気泡や微粒子といった別の相や界面

統計力学に基づいた解析など，最先端の成果には目を

が加わる（混相流と呼ばれる）だけで問題を解くこと

見張るばかりであった．一方で，門外漢には，タンパ

が格段に難しくなる．生物の構成物の種類の多さを考

ク質や関連物質の無味乾燥な名前が多数出てきて閉口

えると，現象を予測することはほぼ不可能に思える．

2
した面もある ．それでも生物物理学会に関わってい

若干概念的な話題から入ってしまったが，今回いた

るのは，この集団が異分野に寛容であり，新しい技術

だいたお題は「生物物理の未来」であった．これを考

に大きく基づいており，さらに皆が根本には「生物と

えたときに私がまず想像したのは，これだけ複雑怪奇

は何か」
「生物を司る原理とは何か」いうおおまかな

な生命・生物を対象とした生物物理学という学問は永

問いの答えをどこかで追い求めているからだと思う．

遠に終わりがなく，将来も科学のフロンティアであり

二番煎じな意見を恐れずに言うならば，これらの問

続けるだろうということである．時代によって主要な

いに答える 1 つの方法は，単純な物質をうまく組み合

対象や手法，概念は変遷しても，生物物理学が扱う研

わせることで生物がもつ特徴や機能を再現することで

究対象は尽きることがないだろう．

ある．生物は，自己を複製してどんどん増える．この
ような人工物は見当たらない．物質がこの特徴をもつ

このような学会の記念号に記事を書かせていただい
ているこの私は，生物をしっかりと学んだことがな

ためにはどのような条件が必要なのだろうか

い．高校では申し訳程度に授業を受けたが，受験科目

問いには，Origin of Life への興味，人工生命創造への

この

ではなかったのでほとんど忘れてしまったし，大学で

挑戦などさまざまなスタンスがあるが，私は工学者と

も学ばなかった．とにかく，覚える科目が苦手だった

しての立場からもこの質問に興味がある．

のである．しかし，親がどこかで買ってきてくれた

生物の最小単位である細胞では，遺伝情報をもつゲ

DNA の構造や転写翻訳機構に関する読み物は，興味深

ノムとそれを取り囲む膜系が同期して増える．遺伝物

Coarse View of Life from Physics
Hiroaki SUZUKI
Graduate School of Information Science and Technology, Osaka University / ERATO, JST
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目次に戻る

質の自己複製系はさまざま研究されており，他の解説

機械工学の分野から研究を開始した私にとって，モ

．ここでは，細胞を形づくる膜系

ノをつくるということはわかるということと同等に面

の複製に関する最近の研究に焦点を当てたい．Szostak

白い．機械系や電気系の学会でも，バイオの名を冠し

博士のグループでは，オレイン酸のベシクルにオレイ

た分科会等が必ず存在するが，分子レベルでのエナ

ン酸のミセルを取り込ませて膜面積を増大させ，弱い

ジェティクス，ゆらぎ，離散性，ルースカップリング

を参照されたい

3 ,4

せん断応力を加えることで分割することを示した ．

など生物物理で頻出する概念を念頭に研究開発を行っ

しかし，各ステップは実験者の手により行われてお

ている研究者は少ない．モノづくりの人々とも議論を

り，自発的な増殖様現象とは言い難い．菅原先生のグ

深めることで，生物の新しい見方がさらに広がってい

ループでは，有機合成した膜成分の原料を外部から加

くだろう．懐の広い生物物理学会が，今後もさまざま

えることで，それが既存のベシクル膜に取り込まれて

なチャレンジャーを受け入れて発展することを願っ

膜分子へと変換され，ベシクルが肥大し自発的に分裂

て，また生物の物理的・一般的な記述が体系化されて

するシステムを完成させていた ．最新の報告では，

いくことを夢見て，今後も細胞の特徴をつくり出す研

PCR によりベシクル内部で DNA を増幅させると，よ

究に邁進したい．

5

6

り DNA が増えたベシクルほど膜成分の取込みと自発
的分裂が促進されると述べている 7 ．内封成分が膜の

文 献

増大と分裂を促進するとは，まさに細胞のように振る
舞う人工物を作り上げたわけである．内封成分が膜の
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度）で封入し，浸透圧によって内部の水を抜き膜が自
由に変形できる状況をつくると，内封ビーズの排除体

膜近傍に排除体積が生まれる．有名な Asakura-Oosawa
理論 9 により，排除体積が小さくなる（すなわちビー
ズが自由に動ける領域が増える）ほどビーズの並進エ
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ントロピーが増大する．この排除体積の減少は，膜の
曲率が増加し，分裂様の変形をすることで達成され
る．筆者のグループでは，最近，細胞質の生体高分子
の模擬としてポリエチレングリコールやデキストラン
をジャイアントベシクルに内封することでも，同様の
分裂様変形が見られることを示した 10 ．高分子の排除
体積効果という，物性や化学的性質に依存しない物理
的効果が脂質膜の形状を変化させ分裂を引き起こすと

鈴木宏明

いう事実は，細胞を「おおまかに」見て説明するアプ
ローチに新たな視点を与えるであろう．
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排除容積効果 観点

見

吉留 崇

質研究 展望

京都大学エネルギー理工学研究所

1. はじめに
皆さんは，溶質の間に直接の引力が存在しなくて
も，排除容積効果によって引力が生じることをご存じ
だろうか．排除容積効果を図 1 に示す小粒子（水分
子）集団中の 2 つの大粒子（タンパク質の主鎖・側鎖
またはタンパク質そのもの）を使って説明する．大粒
子が存在すると，小粒子の重心が入れない排除空間が
存在する．排除空間の容積（排除容積）が大きいほど
小粒子の移動できる空間が少ないので，小粒子のエン
トロピー損失が大きくなる．2 つの大粒子が接触する

図1
小粒子集団中における大粒子同士の接触．

と，排除空間に影で示す重なりが生じ，影の部分だけ
排除容積が減少する．その結果小粒子が移動できる空
間の容積が増大し，小粒子の到達可能な微視的状態数
が増大する．よって大粒子の接触は大幅な小粒子の並

えば高圧下では天然構造よりも少し膨張した構造をと

進配置のエントロピーの増加をもたらす．

ることが知られており，この理論に従うと，天然構造

われわれは，このような排除容積効果がタンパク質

は高圧下ではさらに安定化されてしまう．またアポプ

折りたたみにおいて最も主要な役割を果たしていると

ラストシアニン（apoPC）折りたたみの熱力学量変化

考えている ．タンパク質折りたたみの場合，図 1 の

を大幅に過小評価し，実測値を定量的に再現できな

大粒子はタンパク質の主鎖または側鎖に対応する．天

い1 ．

1

然構造は密にパックした構造であり，したがって変性

われわれは，分子性流体の統計熱力学理論に基づく

状態から天然構造への折りたたみは非常に大きな水の

方法論 1 を用いて研究を行ってきた．われわれの方法

エントロピー利得を伴う．この利得がタンパク質の構

論には排除容積効果による寄与だけでなく，タンパク

造エントロピー損失を凌駕し，天然構造に折りたたむ

質表面近傍における水分子の構造化の寄与もすべて

と考えている．この描像の妥当性は，最近実験と理論

入っている．これは朝倉―大沢理論がタンパク質―水分

の両面から示された ．

子間の 2 体相関のみを考慮しているのに対し，われわ

2

排除容積効果に着目した古典的な理論といえば，朝

れの方法論では 2 体相関だけでなく（タンパク質―水

倉―大沢理論があげられる 3 ．論文 3 ではマクロな分

分子―水分子などの）多体相関も考慮しているためで

子を小粒子として扱っているが，ここでは小粒子は水

ある 1 ．われわれの方法論において，排除容積依存項

分子だとして議論を進める．この理論では折りたたみ

が最も大きな寄与を示す．ただし多体相関のために，

Vex の形

われわれの方法論における排除容積依存項は朝倉―大

S は水の数密度， Vex は折り

沢理論のものより 1 桁以上大きい．この非常に大きな

たたみに伴う排除容積の変化である．タンパク質に限

排除容積依存項により，apoPC 折りたたみの実測値を

らずコロイド分散系などさまざまな分野の研究で使わ

（フィッティングパラメータを用いずに）定量的に再

れている，シンプルかつ有用な理論である．ただしタ

現できる 2 ．またわれわれの方法論は圧力変性や低温

ンパク質の圧力変性や低温変性は説明できない．たと

変性も再現できる 1 ．詳細は論文 4 を見ていただきた

に伴う水のエントロピー利得 S が S
で計算される．ここで

S

Perspective of Studies of Protein from the Viewpoint of the Excluded Volume Effect
Takashi YOSHIDOME
Institute of Advanced Energy, Kyoto University
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排除容積効果の観点から見た展望
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いが，われわれの解析により「水分子自身も周りの水

容積効果の観点から機能発現機構を研究する方法を見

分子に対して排除空間を形成しており，（朝倉―大沢理

いだした．F1-ATPase はいくつかのサブユニットの複

論では考慮していない）タンパク質と水分子の接触に

合体であるが，構成するサブユニット間のパッキング

よる排除容積効果を考慮すれば圧力変性が説明でき

が著しく不均一であることが知られている（全体的に

る」ことが明らかになっている．

均一にパックするよりも局所的に優先的にパックする

以後，排除容積効果の観点から考えたら面白いと思

ほうが水のエントロピーが大きくなる場合が往々にし
てある 8 ）．詳細は原著論文 8 を見ていただきたいが，

われる事項について 2 つあげてみたい．

われわれはこのパッキングの不均一性に着目し研究を

2. 展望 1：タンパク質折りたたみ過程の研究

行い，水のエントロピー効果（おもに排除容積効果）

これまでの研究では，たとえばタンパク質折りたた

に重点をおいた回転のメカニズムを提案した．他のタ

みを議論する際，変性状態と天然構造の差のみを議論

ンパク質においてもパッキングの不均一性を使って機

していた．しかし天然構造に折りたたむ途中の段階に

能発現しているのであろう．パッキングの不均一性に

おいても，排除容積効果が重要な役割を果たしている

着目することにより，タンパク質機能発現の一般論を

可能性はないのだろうか．つまりどの変性構造から出

構築できるかもしれない．

発しても，常にタンパク質の排除容積が小さくなるよ

4. おわりに

うに折りたたまっていくのではないのか，ということ
である．たとえば最近，分子動力学（MD）専用スー

私の専門である物理学においても，生命現象に関す

パーコンピューター Anton が開発され，いくつかのタ

る研究はホットなトピックスの 1 つである．私のよう

ンパク質の折りたたみが計算機上で実現されてい

に，生命現象に興味をもつ他分野の研究者と交流する

る ．しかし現段階では単に折りたたんだだけであ

機会が増えることにより，生物物理学会がより活発に

り，なぜ折りたたんだのかは明らかではない．折りた

なるのではないかと思う．

5

たんだのは排除容積効果によるものかもしれない．折

京都大学の木下正弘先生および横浜市立大学の池口

りたたむ原因を排除容積効果の観点から考えることに

満徳先生には，この原稿に対する有益なコメントをい

より，タンパク質折りたたみの本質により迫ることが

ただきました．ここに感謝の意を示します．

できると期待される．また排除容積効果の観点から郷
の整合性原理 6 や Wolynes らのファネル描像 7 など，
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8
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ATP の結合→加水分解→分解生成物の放出というサイ
クルの間に回転したり，1 方向に移動したりする．こ
のサイクルの間に ATP 駆動タンパク質は構造変化す
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前後で構造が同じであり排除容積が変化しないので，
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若手研究者から「生物物理の未来に寄せて」

質時計
―時間 空間 狭間 漂
秋山修志

―

名古屋大学大学院理学研究科

1. 生物時計研究の潮流

たラボに装置を設置しただけでは，Kai タンパク質の

ショウジョウバエの時計遺伝子座（period）が発見

リズムを計っているつもりが，知らず知らずのうちに

されて 40 年を迎えるが ，この間，リズム発生には

地球の自転に伴う環境変化（温度，湿度，大気潮汐な

時計遺伝子の転写・翻訳制御が重要と考えられてき

ど）を計測する羽目になる．「秋山さん，概日（約 24

た．しかし，2005 年にシアノバクテリアの生物時計

時間）研究なめたらいけませんよ」と近藤孝男先生よ

が 3 つの時計タンパク質（KaiA, KaiB, KaiC）を混合す

り大目玉…．

1

ることで再構成され ，そして 2011 年，転写・翻訳

上記の例からも明らかなように，タンパク質時計を

を介さないタンパク質の振動現象がヒト赤血球内で確

生物物理学的に料理するための環境づくりは，当分の

認された 3 ．タンパク質だけでもリズムを奏でるとい

あいだ課題となり続けるであろう．分光計測，イメー

う事実に，多くの研究者が衝撃を受けた．

ジング，1 分子計測等へ展開していくためにも，感

2

現在，
「タンパク質時計（もしくは代謝時計）
」と

度，時間分解能はもとより，装置のドリフトを抑え安

「転写・翻訳を介した時計機構」は相補的に共存して

定性を長期間担保する工夫が必須となる．

3. 一見矛盾する現象

いるものと解されつつある．アミノ酸配列に基づく検
索によると，哺乳類には Kai タンパク質のホモログが

Kai タンパク質時計のダイナミクスは，最長 104.94

存在しない．しかし，ヒト赤血球内におけるリズム現

秒に及ぶ幅広い時間領域に分布している．通常のタン

象の発見は，われわれの想像を超えた未知の発振機構

パク質にみられる時空間の階層性―より大規模な運動

が細胞のどこかに潜んでいることを暗示している．こ

（構造変化）ほどより時間を要する―に従えば，Kai

れからの展開次第では，さらに多くの生物種でタンパ

タンパク質時計の空間スケールも相応に大きくなると

ク質時計や代謝時計が発見され，その重要性や注目度

予測される．しかし，これまでに解明されている Kai

が高まるのではなかろうか．

タンパク質の構造変化はどれも常識的な範囲にある 4 ．

2. タンパク質時計研究の心構え

まだわれわれの知らない大規模な構造変化が隠されて

そもそも私は，タンパク質の折りたたみ運動に魅せ

いるのであろうか．そうでなければ，別の巧妙な方法

られて研究の世界に身を投じ，高橋聡博士（現東北大

で時間遅れを分子内に作り出しているか，はたまた一

教授）の指導のもと，マイクロ〜ミリ秒における折り

般的なタンパク質の運動を分周して 24 時間までカウ

たたみ運動を研究してきた．その後の諸々は省略する

ントアップしているのか…．

が，ふと気がつけば，24 時間というきわめて遅くか

矛盾した印象を受けるもう 1 つの現象が温度補償性

つ秩序あるダイナミクスに辿りついていた．

である．通常の化学反応が温度依存的に加速されるの

時分割計測―それは時計研究の基本中の基本であ

に対し，時計が針を進める速さ（周期の逆数）は環境

る．研究を始めた当初，マイクロ秒での時分割実験の

の温度に対して頑強に補償されている．もちろん，活

経験があった私は，時間オーダーでの観察など余裕で

性化エネルギーをゼロ極限まで低く抑えれば，温度依

あろうと高をくくっていた．しかし，やってみるとこ

存性はほぼ消失する．エネルギー障壁のない構造転移

れが意外に難しい．生化学実験はまだしも，生物物理

はタンパク質の折りたたみ初期ダイナミクスでしばし

レベルの計測となると，数十時間ときには 1 週間にわ

ば議論の的となるが，そのような反応は概日スケール

たって計測系を恒常的に保つ必要がある．空調の効い

よりも十分に速いのが通常ではなかろうか（大きな頻

Unusually Slow and Ordered Dynamics of Protein Clock
Shuji AKIYAMA
Division of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya University, Japan
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地球の自転周期を内包した時計タンパク質 KaiC
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度因子）
．
「温度補償を概日時間で実現するからくりと

ATPase 活性は低くかつ温度非依存的に保たれ得る（周

は

期の温度補償性を実現し得る）．ネガティブ・フィー

」
，まさしく未来の生物物理学をもって回答され

るべき課題である．

ドバック制御は，そもそも信号が発振しないように抑

4. これから KaiC をどう料理するか

え込む工夫を要するもので，概日周期の温度補償性を

どうやらシアノ バ ク テ リ ア の 時 計 機 構 の 本 質 は

説 明 す る 上 で 相 性 が よ い．KaiC が 分 子 内 フ ィ ー ド

KaiC に内包されているようである．3 つの Kai タンパ

バックの制御下にあるとすれば，これはいささか厄介

ク質は概日周期で離合集散するが 5 ，Kai タンパク質

である．定常状態にある KaiC の活性や構造どれだけ

が確率的な拡散・衝突により複合体を形成する速度は

つぶさに調べても本質には辿りつけない．地味かもし

時間のオーダーよりもはるかに短い．KaiC の周期変

れないが分光計測やイメージングを導入して，KaiC

異体を系統的に調べると，発振周期と ATPase 活性に

の時間・周波数応答を高い時間・空間分解能で精査す

一定の相関が見出される 6 ．1 分子の KaiC が 1 日に加

るのが王道ではなかろうか．

水分解する ATP は 10-15 分子で，この非凡なまでの

アリストテレスの自然学には時間に関する記述があ

低活性が温度補償されている事実からも，ここに時計

9
る ―時間とはまさにこれ，すなわち，前と後に関し

機構が関係しているとみてよいだろう．

ての運動の数である．より高い時間・空間分解能で系

温度補償された概日周期の秘密が KaiC に隠されて

を観察しようとする試みは，タンパク質時計研究のあ

いることは驚き以外の何ものでもないが，一方で「所

るべき姿なのかもしれない．理研・播磨研究所には

詮はタンパク質」という冷静な見方も忘れてはならな

X 線自由電子レーザーが整備され，そして筑波では

い．生物物理学として蓄積されてきた一般性の高い知

ERL/XFEL-O 計画が進行中である．KaiC 1 分子の回折

見は，当然，KaiC にも当てはまるはずである．側鎖，

像から原子分解能に迫る構造が導かれる日も遠くない

2 次構造，ドメインは先述の時空間階層性に応じた時

か も し れ な い． 位 相（時 刻 情 報） の 異 な る 個 々 の

間スケールで運動するであろうし，それに追従して

KaiC 分子について構造が解明されれば，カウント

KaiC を取り囲む水和構造も変化するはずである．繰

アップ式なのか，分子内フィードバックによる発振な

り返される水分子や生体高分子との衝突や熱ゆらぎは

のかは明瞭に区別されよう．また，極短パルス赤外光

雑音となり，ときに KaiC が時刻情報を保持するうえ

の照射により KaiC 1 分子を急激な温度ジャンプにさ

で潜在的脅威となり得る．

らし，直後の構造転移を単分子回折像から解明できな

2 つの方向性が考えられる．1 つは，KaiC が自身の

いだろうか．KaiC が温度をどのように感じ取り，そ

速い運動を分周して 24 時間までカウントアップして

して ATPase を通してどのように温度補償性を実現し

いるという仮説である．タンパク質時計の精度が仮に

ているのか，その核心に鋭く切り込めるはずである．

15 分（24 時間の 1%）であったとすると，15 分程度
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機能を損なわないかたちで応用できれば，大発見につ
ながるかもしれない．
もう 1 つの可能性は分子内フィードバック制御であ
る．ATP の加水分解反応を KaiC の構造変化と共役さ
せ，自身の ATPase 活性を低くかつ一定値に保つ仕組
みである．温度上昇により活性は一時的に上昇する

秋山修志

が，そのときの加水分解反応に共役した構造歪みが
KaiC 自体にネガティブ・フィードバックされれば，
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新技術

質研究 新展開

鎌形清人

東北大学多元物質科学研究所

1. はじめに

大） の も と， 新 規 の 蛍 光 1 分 子 装 置 の 開 発 を 行 っ

タンパク質は巧妙に設計されており，実に興味深

た 3 , 4 ．この装置開発により，タンパク質を基板に固

い．原理的に，アミノ酸の鎖の配列を変えれば，活性

定することなく（基板にタンパク質を固定することに

部位や全体構造が変わり，さまざまな機能が生みださ

よる，従来法のアーティファクトを回避し），タンパ

れる．構造に関して，特定の構造だけが安定になるよ

ク質 1 分子の構造転移の長時間観測が可能になった．

うに設計されている．また，タンパク質の構造は変性

さらに，小松崎ら（北大）の解析方法を用いることで，

構造も含めると，天文学的な数存在するが，天然のタ

実験的にエネルギー地形を作製することが可能になっ

ンパク質は，生理的な時間で自発的に折りたたむこと

た．1 分子装置と解析技術の革新により，従来のアン

ができる．いい換えれば，形状記憶をもつ紐といって

サンブル法では困難であった多数の状態間のつながり

もいいだろう．さらに，タンパク質は多様な機能をも

を直接決定することが可能になった．

つ．化学反応の触媒には，化学反応の場を提供するよ

3. 実験・計算技術革新からの新展開

うに，カギとなるアミノ酸が巧妙に配置される．分子

近年，実験技術と計算技術の開発に伴い，タンパク

の結合解離には分子ゆらぎがうまく利用される．この

質の物性研究は新しい展開を迎えた．

ような多様な機能を発揮する高分子は他にない．さら

まず，私たちの手法も含めて，実験技術に関して多

に，タンパク質研究の応用は生物学，医学，工学など

くの進展があった．その 1 つは，安藤ら（金沢大）の

非常に幅広く，タンパク質の奥深さを感じさせる．

開発した高速 AFM の開発である 5 ．約 30 ミリ秒の分

2. タンパク質のダイナミクスの 1 分子計測

解能でタンパク質の構造変化を連続画像として検出す

タンパク質を理解するためには，実験的にタンパク

ることを可能にした．現在では多くのタンパク質に応

質の性質を明らかにする必要がある．私は，学生時代

用され，まさに機能しているタンパク質の動きを直接

に，桑島邦博教授（現・岡崎統合バイオ）のもと，ス

計測することで多くの知見を得ることに成功してい

トップトフロー装置を駆使して，モデルタンパク質の

る．その他にも，X 線 1 分子追跡法が開発され，1 分

折りたたみ過程の観測を行った ．さらに，数十のモ

子レベルでタンパク質内部のわずかな配向の変化を観

デルタンパク質の折りたたみ速度と天然構造の統計解

測できるようになった 6 ．しかし，私たちの方法も含

析から，高い相関関係を発見した 2 ．これらの研究

めて，より精度の高いタンパク質構造情報の取得や時

は，折りたたみ過程の特徴づけには必須の実験や解析

間分解能の向上が今後の課題である．

1

であった．しかしながら，従来のアンサンブル測定法

過渡的なタンパク質の構造ゆらぎを検出できる手法

やそこから得られる情報を基にタンパク質を理解する

も開発され，タンパク質の基質への結合機構が解明さ

ことには限界がある．特に，折りたたみの開始点であ

れつつある 7 ．さらに，細胞内のタンパク質の構造を

る変性状態や中間状態は多数の構造の平均として検出

観測できる in cell NMR が開発され，細胞内のタンパ

され，状態内に存在する構造分布や構造間のダイナミ

ク質の物性は，試験管内の物性とは異なることが示さ

クスなどは平均化され観測できない．

れた 8 ．これらの手法はタンパク質の構造情報を有す
るが，過渡的な構造が複数ある場合に応用が難しい．

そこで，タンパク質の構造転移を 1 分子レベルで観
測することで従来のアンサンブル実験で隠されたゆら

とはいえ，これらの観測技術革新により，細胞の内部

ぎ運動を測定可能であると考え，高橋聡教授（東北

も含めて，タンパク質のダイナミックな構造転移を精

Toward the Breakthrough in Protein Science
Kiyoto KAMAGATA
Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University
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構成される複雑なエネルギー地形を示すことが明らか

計算の技術にも大きな進展があった．D. Baker ら

になりつつある．

は，特定の構造や機能をもつ人工タンパク質の設計に

一方，1 分子蛍光計測にも弱点があり，一般的に色

成功した ．この成功は，アミノ酸配列と構造の関係

素間距離の情報に制限される．つまり，2 点間距離以

式，さらには，アミノ酸配列と機能の関係式がわかり

外の部分の構造はわからない．これらの欠点を補うた

始めていることを示唆する．しかしながら，人工タン

めにも，1 分子レベルでの構造解析が必要である．原

パク質の設計は現在も困難な課題の 1 つであり，今ま

理的に，AFM や走査型トンネル顕微鏡（STM）や電

で以上に精度のよい設計法の開発が望まれる．また，

子顕微鏡や X 線自由電子レーザーを使用すれば，1 分

9

D.E. Shaw らは，タンパク質の分子動力学計算に特化

子構造解析が可能である．私たちは，2 次構造と側鎖

した計算機を開発し，タンパク質のミリ秒の計算（水

の向きや種類まで同定できる分解能での構造情報の取

分子を含めた）を可能にした 10 ．従来の短い計算時間

得が重要であると考え，超高真空 STM を使用した天

では現象論的な議論しかできなかったが，実験データ

然変性タンパク質の 1 分子構造解析の研究を開始し

と比較できるような定量的な議論を可能にした．そし

た．この研究が 1 分子構造生物学の先駆的な研究にな

て，タンパク質の折りたたみや薬の結合過程を計算機

ることを願っている．

上で再現することに成功した．彼らの研究は，力場の

最後に，社会に役立つタンパク質科学を作ることも

不確かさの問題は依然あるものの，計算機のパワーが

重要である．エネルギー問題や疾患対策も含めたタン

あれば，タンパク質や薬の設計が分子動力学計算を用

パク質科学には，タンパク質の人工設計の技術が不可

いてできることを示した．今後，計算機の処理能力が

欠である．1 分子構造解析などの実験からの知見を応

さらに上がり，計算時間がより短くなれば，多くの現

用して，新しい設計手法を作製することが私の最大の

象が計算機上で再現される時代が来るかもしれない．

目標であり課題である．近年開発された技術を考える
と，私たちが想像もしていない技術が開発される可能

4. タンパク質科学の将来

性は大いにありうる．近い将来，タンパク質科学が新

上述のように，さまざまな技術開発によって，タン

しい展開をむかえることを期待したい．

パク質の動的な構造を観測でき，さらには，計算機上
でその構造変化を再現できるようになってきた．これ

文 献

らの技術革新により，タンパク質の理解は深まりつつ
ある．今後も，タンパク質の物性を丸裸にできるよう
に，既存の方法の精度の向上，さらには，新規の方法
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の創出が必要不可欠である．

10458.

私たちが開発した 1 分子蛍光測定装置についていえ
ば，時間分解能とシグナル・ノイズ比の向上が必要で
ある．タンパク質の構造ゆらぎ運動はサブマイクロ秒
から秒の広範囲な時間域で起こる．私たちの装置の観
測時間領域はミリ秒から数 10 秒であるため，サブミ

5
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リ秒のゆらぎ運動は観測されない．現在，タンパク質
を基板に固定せずに，広時間域計測できる新規の 1 分
子蛍光計測装置の開発を行っている．この装置開発を
通して，タンパク質の折りたたみや機能にかかわる詳
細なエネルギー地形が明らかにできると考えられる．
最近では，ABC トランスポーターなど解析が難し
い膜タンパク質の分子機構，天然変性タンパク質の物
性の解明が重要であると考え，1 分子計測研究を開始

鎌形清人

した．予備実験の段階であるが，ABC トランスポー
ターは，ATP がない条件下でさえ複数の構造集団から
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発生，死，階層，生物物理
遠山祐典

「力」

国立シンガポール大学生物科学科 / メカノバイオロジー研究所 / テマセック生物科学研究所

1. 発生研究における課題

の単位で表現できるパラメータである必要がある．形

古代ギリシャ時代にはすでにアリストテレスがニワ

態形成や発生の素過程の多くが細胞や組織の形状変化

トリの胚発生の研究をしていたように，受精卵の発生

を伴うことから，機械的な力は有力な引数となり得

過程の神秘は古くから多くの人の興味を引いてきた．

る．この力は細胞にとって「内在的因子」と「外的因

ゲノムの塩基配列の解読が進み，分子生物学や構造生

子」に分類することができる（図 1）
．アクチン重合，

物学の発展と共に，さまざまな生命現象を分子レベル

アクトミオシン相互作用などによって発生する能動的

のふるまいとして説明ができるようになりつつある現

な力が「内在的因子」として分子レベルから細胞，組

在，これまでに得られた膨大な知識と情報を再構築

織，個体レベルへと伝搬する．一方，組織・個体レベ

し，生体をシステムとして理解することがひとつの大

ルで働いている力が「外的因子」として細胞内の分子

きな課題であるといえる．本稿では，発生における細

の挙動に影響を及ぼす場合もある．たとえば，上皮組

胞と組織のダイナミクスを例に，この課題に必要な取

織の形態変化に伴い一部の細胞の形状が受動的に変化

り組みや生物物理の役割を中心に触れる．

する際，その細胞の細胞骨格が再構築されるだけでは
なく遺伝子発現も変化する 1 ．以上のように機械的な

2. 生体システムの階層

力は，階層を超えて生体と能動的かつ受動的に関わる

生体は分子，細胞，組織，器官，個体といった階層

要素なのである．

のもと高度に統合されたシステムまたはネットワーク

4. 「死」でつながる階層

として機能している．さらに各階層での現象は素過程
として分類することもできる．たとえば細胞レベルで

階層を機械的な力でつなぐ例として，プログラム細

は，収縮・伸長，移動，接着・解離，極性形成，分

胞死（アポトーシス）が上皮組織へ及ぼす力学的寄与

裂，分化，細胞死などがあげられる．これまでの研究

について触れる．上皮組織細胞がアポトーシスを起こ

で各素過程や各階層内での知識が多く蓄積されてき

す際，細胞が急速に縮小し周辺細胞から剥離する．こ

た．しかし発生は階層間および幅広い時間・空間ス
ケールにわたる現象であると同時に，それらが相互に
作用しながら巧妙に制御されている複雑な現象でもあ
るため，生命機能を担うシステムとしての理解はそれ
ほど進んでいないのが現状である．そこで各素過程，
各階層をつなげるには何に注目すべきなのかを考えて
みたい．

3. 階層をつなぐ「力」
プログラミング言語において，主プログラムから関
数やサブルーチンを実行するためにプログラム間で引
渡す値は引数とよばれ，異なる階層をつなぐ共通の情
報として不可欠である．発生における引数とは何か．

図1
生体の階層（分子，細胞，組織，個体）をつなぐ機械的な力．

それは階層間，時空間で共有できる情報であり，共通

Mechanical Force Links Development, Death, Hierarchy, and Biophysics
Yusuke TOYAMA
National University of Singapore, Department of Biological Sciences / Mechanobiology Institute, Singapore / Temasek Life Sciences Laboratory
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の特有の形状変化は，アポトーシス細胞からのシグナ

計測と組み合わせることにより，器官・発生胚・個体

ルで誘導形成されるアクトミオシンケーブルの収縮に

全体の力学的パラメータの時空間マッピングに強力な

よって引き起こされる 2 ．筆者は，このアクトミオシ

ツールになると考えられる．

ンケーブルの形成および収縮に伴って発生する分子レ

6. 発生研究における生物物理の役割

ベルでの力が，周辺の非アポトーシス細胞に形状変化
をもたらし，さらに上皮組織のダイナミクスに寄与し

計測技術開発から，1 つの実験データが 10TB を越

ていることを明らかにした 3 , 4 ．現在は，アポトーシ

すような膨大な情報 8 の取り扱い，実験・画像データ

スにおける細胞骨格タンパク質や細胞内シグナルなど

の定量解析，物理モデルの構築，シミュレーション，

の生化学的動態と力学的動態の関係，細胞の形状変化

生物学者と物理学者の橋渡しにいたるまで，発生研究

に伴う機械的な力の細胞間伝搬の解析を進めている．

において生物物理学者が必要とされる状況は多岐に渡

アポトーシス細胞は周辺組織から剥離する際，細胞間

る．この先 15-20 年の間に，この「生体のシステムと

接着を弱めると同時に上皮組織の健常性（integrity）

しての理解」
「発生における力学的因子の役割や影響

を保つ必要があるため，細胞間接着を絶妙にコント

の理解」が生物物理の貢献のもとどの程度進んだの

ロールしている．細胞間接着の状態が刻々と変化する

か，また自分自身がそれにどれほど寄与できたのか

中で，細胞間にどのような機械的な力が働いているの

を，生物物理 400 号記念号を手にしながら振り返るの

かを探る研究は興味深いと同時に，分子レベルと個体

を楽しみにしようと思う．

レベルをつなぐひとつの鍵になると考える．
文 献

5. 「力」の in vivo 計測技術
アフリカツメガエルなどいくつかのモデル生物を除
いて一般的に発生胚は胚膜や殻などが障害となり接触
を伴う機械的な計測が困難である．これまで発生での
分子・細胞・組織レベルの力学的パラメータの計測に
は，非接触実験が可能なレーザー破壊が幅広く用いら
れてきたが 5 , 6 ，これによって得られる情報は相対的
な力に限られているのが現状である．分子レベルで
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Tomer, R. et al. 2011 Curr. Opin. Genet. Dev. 21, 1-8.
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は，伸縮するペプチドと Fluorescence resonance energy
transfer FRET を組み合わせた張力センサーが開発さ
れ，細胞内の特定のタンパク質に働く力をピコニュー
トンの精度で非侵襲計測することが可能となり始め
た 7 が，細胞・組織レベルでの絶対的な力の計測技術
開発は重要な課題として残っている．近年開発された
Digital Scanned Laser Light-Sheet Fluorescence Microscopy
DSLM

8 ,9

遠山祐典

は，発生胚全体の細胞の位置や形，タン

パク質・細胞内シグナルの局在を，高時間空間分解能
で計測する事を可能にするだけではなく，前出の力の
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ATP加水分解蛋白質の映画撮影
政池知子

学習院大学・理学部物理学科

はじめに
本稿ではまず，筆者の研究の目標（1）と将来展望
（2, 3）について述べる．次に，日本生物物理学会の将
来について考えたい（4）．

1. 科学的裏付けを元にした蛋白質の映画を作る
蛋白質のサイズまで小さくなった自分が生体内を
「旅行」し，生で見てきたかのように酵素反応を理解す
る．それをもとに，生命科学の本に付属する DVD に，
図1
F1-ATPase の 映 画 撮 影（図 中 の 結 晶 構 造 は Gibbons et al. (2000)
Nat. Struct. Biol. 7, 1055-1061, PDB 1E79）．

科学的根拠のある正しい酵素反応の「映画」をのせた
い．これが私の研究における夢である．同僚とよく話
していたのは，
「自分が蛋白質と同じくらいの大きさ
になれれば，見たらすべてがわかるからどんなに楽し

うプロジェクトである．このように，回転分子モーター

いだろう．
（でも，そんな状況だと体にどんどん水分

の映画撮影はゆっくりではあるが着実に進んでいる．

子が当たってきて痛そうだけれど．）」という空想だっ

2. ATP 加水分解蛋白質の普遍性と多様性の解明

た．しかし，そんな願いは叶わないので，蛋白質の構

これからの展開としては，培ってきた生化学的，生

造と動き，基質結合解離などの触媒反応の素過程を

物物理学的な手法を用いて，ATP 加水分解を利用する

「見てきたかのように」調べる必要がある．
筆者は，回転分子モーター FoF1-ATP 合成酵素の触

他の蛋白質の映画を撮っていきたい．最近，AAA プ

媒サブユニットの動きについて上記のような「映画の

ロテアーゼ，ABC トランスポーター，イオンポンプ，

シーン」を集める研究を行ってきた．これまでに，

リニア型モーター蛋白の ATPase 蛋白について共同研

ちょうつがい部位の役割 ，リン酸解離時の触媒サイト

究を始めた（図 2 左から順に対応する絵を並べた）
．

1)

付近の構造変化 ，ATP 合成・加水分解での構造変化の

ATP という共通のエネルギー通貨を使いながら，蛋白

違い 3)，C 末端領域の構造変化と中心軸の回転ステッ

質の切断，輸送，運動という異なる機能を実現する蛋

．
プの関係 について知見を得ることができた（図 1）

白質の姿を観察すれば，生物の普遍性と多様性という

2)

4)

これらの研究から，結晶構造では解かれていない化

根源的な問いに答えることができると考える．

学状態でのコンフォメーションや，当時米国やイギリ

具体的には，Walker モチーフの配列をもつ ATP 結

スの研究者が発表していた F1 部分の回転触媒機構の

合部位はどの蛋白もある程度共通した動きをすると考

動画の誤りが明らかになった．

えられるが，そこから前述のような機能をもつ部位ま

最近の研究では，映画の 1 コマ 1 コマをより詳細に描

で構造変化がどのようにリレーされていくかは多様で

くため，この酵素の中心軸を磁気ピンセット（図 1）で

ある．また，リング状オリゴマー蛋白は普遍的に存在

つまんで両方向にゆっくり強制回転しながら，蛍光分子

するが，複数の触媒部位で化学反応が進む順番は，並

1 個の向きを通じて触媒サブユニットの構造変化の途中

んだ順番に起こるものからランダムに起こるものまで

経過を見ている．蛋白質の誘導適合を可視化しようとい

多様性があるだろう（図 2）
．このような研究を通じ

Filming Movies of ATPase Enzymes in Action
Tomoko MASAIKE
Department of Physics, Gakushuin University
※図 1– 図 3 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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図2
．
ATPase 蛋白の多様性と普遍性の観察（図中の通貨が ATP を表す）
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図3
生物の各階層での蛋白質観察．

て，蛋白質の進化の過程に踏み込んでいくこともでき

で，実験技術が成熟していくと考えるからである．こ

るかもしれない．たとえば，リニア型モーターと回転

れまで，リニア型モーター蛋白で驚くべき成果を上げ

モーターはどこで分岐したのか，ATP を加水分解しな

た 1 分子観察技術は回転型分子モーターででも花開い

い非加水分解性の触媒部位はどのような過程で誕生し

た．近年は，ダイナミックに動かず局所的な動きで機

たのか，ATP 合成酵素は細菌べん毛の輸送装置と祖先

能する「非モーター蛋白質」に 1 分子観察を磨くチャ

が同じなのかなど，興味は尽きない．

ンスが用意されている．

3. 生物学的階層を上る

利点を生かすのであれば，英語と日本語両方で行う完

次に，年会については，国際学会・国内学会両方の
次に，生物学的階層の階段を 1 段ずつ上がっていく

全バイリンガル体制にするのが私の考える最適解であ

のがこれからの課題である．これは，撮影してきた映

る．これに関連して，最後に年会でのエピソードを紹

画を，酵素の集合体，ひいては細胞内での動画に発展

介したい．海外からの参加者が質疑応答の時に英語で

させていくことである．

質問したところ，意図が発表者に理解されず，質問者

このアプローチについては，リニア型モーターであ

はがっかりして会場を後にしてしまった．また，事務

るダイニンの集合からなる繊毛軸糸の運動を 3 次元位

的なアナウンスが日本語のみという場面があり，
「今，

置検出する共同研究において進めている（図 3 2 段目

司会者は何といっていたの？」と後ろに座っていた海

吹き出し）
．酵素の集合体としての繊毛の動きを観察

外からの参加者に聞かれてはっとした．一方，日本語

し，ゆくゆくは，その中にある各ダイニンの運動がど

が解禁されたセッションで生き生きと発表し，質問に

のように全体の運動を生み出しているかを明らかにし

的確に答える学生さんの姿があった．皆さんはどう思

ていきたい．また更に，膜内（図 3 2 段目）や細胞内

われるだろうか．

（図 3 3 段目）での蛋白質の動きについても，これま

おわりに

での 1 分子計測技術を応用することで可視化していき
たい．たとえば，FoF1-ATP 合成酵素がミトコンドリア

研究環境と共同研究のサポートをしてくださった筆

の内膜で回転するようすを 1 分子観察し，H+ の電気

者の所属研究室の西坂教授と共同研究先の皆様にお礼

化学的ポテンシャル差によって回転方向と速度を変え

申し上げます．

るところや，蛍光性ヌクレオチドやリン酸の結合・解
離を細胞内で画像としてとらえることができれば冒頭

文

で述べた空想が現実に近づいてくるであろう．
お世話になった方々，迷惑をかけてしまった方々す
べてに恩返しをするため，遠くない将来に必ず独立し

献

1)

Masaike, T. et al. (2000) J. Exp. Biol. 203, 1-8.

2)

Masaike, T. et al. (2002) J. Biol. Chem. 277, 21643-21649.

3)

Masaike, T. et al. (2006) Biochem. Biophys. Res. Commun. 342,
800-807.

た研究室を立ち上げ，研究成果を発信し続けることを

4)

Masaike, T. et al. (2008) Nat. Struct. Mol. Biol. 15, 1326-1333.

誓う．
政池知子（まさいけ ともこ）
学習院大学理学部物理学科助教 博士（理学）
研究内容：ATPase 蛋白質の構造変化と機能
連絡先：〒 171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 学
習院大学

4. 多様な蛋白への技術応用と bilingual の年会
平凡な意見かもしれないが，日本生物物理学会発の
実験手法をこれまで以上に生化学会や分子生物学会で
宣伝し，さまざまな蛋白質に応用していくのが理想だ
と考える．異なる性質をもつ研究対象に出会うこと

政池知子
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越境するのか？ されるのか？ 4 次元ポケットを介した創造
1

根本

航1，内古閑伸之2

産業技術総合研究所生命情報工学研究センター
2
東京工業大学大学院情報理工学研究科

1. 散在する多種多様な大規模データの統合化

いた．しかしデータ統合とその応用が先行的になされ

昨今の実験技術の急速な発展により，核酸やタンパ

た結果，地球環境に関連するさまざまな分野由来の

ク質の配列・立体構造・相互作用・代謝パスウェイな

データを横断的に取り扱うシミュレーションモデルが

ど多種多様な生物学関連データがデータベースとして

作成された 3)．将来，ここに環境メタゲノムや疫学の

公開されている．この状況はデータを選択的に収集，

データが統合されると，疫学データの解析に際して気

解析し，仮説を構築することで研究を行っているわれ

候変動データも考慮できることになる．このように考

われには非常に望ましい．しかし大規模データが世界

えると，50 年前生物学へ越境した物理学者が創設し

中に散在するため，それらの把握・取得・処理をどう

た生物物理学が，統合情報空間を介して他分野から越

すべきかという問題にも直面している．

境される可能性も十分に考えられる．たとえば，地球

実はこの問題は大規模データを取り扱うすべての分

環境分野の研究者が統合情報空間を介し生物物理学的

野において共通に認識されている．そこで，散在する

研究を行うことも可能になる．このように統合情報空

大規模データを取り扱う科学研究の新たな方法論とし

間は分野間の垣根を低くし，各分野における問いを多

て，Data-intensive computing が 提 唱 さ れ て い る 1)． こ

様化させる．2 つ目は，データ解析技術の発展に伴

の方法論により大規模データから特徴や相互関係など

い，データの意味やデータ同士の関係をコンピュー

が抽出され，新たな知識が創造されると期待されてい

ターが理解できるようになり，データ取得プロセスが

る．そのためにはまず，散在するデータ同士を関連づ

自動化されることである．データ統合に利用されるセ

け組み合わせる（統合する）必要がある．多種多様な

マンティック・ウェブでは，データにタグを付加する

大 規 模 デ ー タ の 統 合 に は Resource Description Frame-

ことでデータの意味が明示され，コンピューターによ

work (RDF) を中心としたセマンティック・ウェブの

る自動データ収集が可能になると考えられている．

利用が有効とされている．そのためのオントロジー整

よって，パターン化された問いについては指標とする

備や記述様式の標準化を経て，さまざまな分野で統合

タグの組み合わせを記憶しておくことで，統合情報空

作業が進められている ．結果として，近い将来われ

間からのデータ取得が自動化されるだろう．

2)

われの前にはあらゆる分野のデータが直接的／間接的
に関連づけられた

統合情報空間

これらに加えて現在の最先端研究では，仮説構築か

が出現するであろ

ら実験系の構築と実施，結果の解釈とそのフィード

う．そこにはあらゆる分野のデータが，データの意味

4)
バックによる仮説再構築の自動化も行われている ．

を表すデータと共に格納されており，SPARQL などの

2 つの大変化とこのような流れを考え合わせると，近

言語を使用すれば誰もが自由に，さまざまな組み合わ

未来における研究の姿が見えてくる．パターン化され

せで取得することができる．

た問いについては，ユーザが統合情報空間に何を知り

2. 情報統合化以降

たいかを伝えさえすれば，幅広い分野からさまざまな

このように誰もが望むデータを無料で容易に取得で

データが自動で取捨選択される．そして取得された

きる近未来においては，2 つの大変化が予想される．

データに基づいて仮説が自動構築されるだろう．これ

1 つ目は分野間の垣根が限りなく低くなることであ

はあたかも，使い手が望むだけでその目的に適した道

る．たとえば地球環境に関連する分野では，これまで

具を提供する，ドラえもんの 4 次元ポケットを手に入

は水質研究者は水質を，地質研究者は地質を研究して

れたようなものではないだろうか．
『頭でほしいと

We will Control the Integrated Information Space!
Wataru NEMOTO1 and Nobuyuki UCHIKOGA2
1
Advanced Industrial Science and Technology, Computational Biology Research Center
2
Tokyo Institute of Technology, Graduate School of Information Science and Engineering
※図 1 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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思っただけで，
，体の中のコンピューターが作動し

し，それらを組み合わせる必要がある．逆にパターン

て，
，いろんな部品を組み立てて道具が出てくるんだ．

化された問いしか発することのできない者，解析技術

その間たったの 3 秒！』というドラえもん自身による

偏重でデータの意味を軽んじる者，データ選択が不得

4 次元ポケットについての説明 は，統合情報空間を

意な者はコンピューターに取って代わられる．また，

想起させる．このような近未来の環境はとても快適そ

統合情報空間を使いこなせない分野は一方的な越境を

うではある（図 1）．

許すことになろう．

5)

3. 4 次元ポケットの使い手として

価値ある問いを発し続けるためには，異分野に勇猛

問いの形式が定まり，それに答えるために必要な

果敢に踏み込み，自らの分野に活かすための技術を習

データも既知の場合，データの取得はわれわれよりも

得する必要がある．革新的な技術を有する賢い使い手

コンピューターが得意とするだろう．予め設定された

にとって統合情報空間は楽しみの尽きない愉悦の場所

仮説群から 1 つを選択することも，コンピューター向

である．この点において，生物物理学者は数歩先んじ

きである．しかし未知の形式の問いを発し，それに答

ていると思う．他の学会に属する研究者を見ると，

えるためのデータを取捨選択し，どのような切り口で

データの生産者と解析者は必ずしも一致しない．これ

データを観察するかを決断し，新たな仮説を構築する

はデータ生産者の解析に関するリテラシーに起因す

という一連の創造的な作業は当面，人に委ねられるだ

る．次世代シーケンサーの普及に伴う解析技術者への

ろう．多種多様な情報が統合されてもそこに意志や価

急激な需要の増加は，このことを如実に表している．

値判断は存在しないからである．4 次元ポケット（統

したがって，そのような学会から他分野への越境は起

合情報空間）から取り出される道具（取捨選択された

こりにくいのかもしれない．一方，生物物理学会に

データ）は，われわれが巧く使いこなせば望ましい効

は，バックグラウンドが数学・物理学で，データ解析

果（よい仮説）を得ることができる反面，利用法が不

技術を身につけた研究者が比較的多いようだ．かつて

適切な場合は大きな失敗を引き起こす．もちろん，

物理学を武器に生物学に越境を果たしたように，生物

4 次元ポケット自体がユーザの望みを察してくれるこ

物理学者は今またデータ解析技術を武器に統合情報空

とはない．価値の低い問いに対してはそれ相応の答え

間を介して他分野へ越境し，価値ある問いを創造する

が返ってくる．データの取捨選択を誤れば，問いに対

と期待する．
辞

謝

して不適切なデータが取得される．したがって，われ
われは 4 次元ポケットの賢明な使い手にならなければ

本稿執筆にあたり，ライフサイエンス統合データ

ならない．価値ある問いを発し，適切なデータに到達

ベースセンターの岡本忍氏に貴重な情報をいただいた．
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情報統合前後における大変化．統合前：さまざまな障壁により生
物物理学者が取得できない情報が存在する．統合後：統合情報空
間からの取捨選択を容易に行うことができる．
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若手研究者から「生物物理の未来に寄せて」

生物物理 切 開 脳科学 未来
坂内博子

理化学研究所脳科学総合研究センター発生神経生物研究チーム

1. はじめに

れている．たとえば，神経入力を担う樹状突起・細胞

日本生物物理学会との出会いは，今から 15 年前，

体と出力を行う軸索では，その境界イニシャルセグメ

私が大学院生の頃である．モータータンパク質 1 分子

ントを区切りに受容体やイオンチャネルの分子組成が

が運動するようすを実際に可視化した映像に，当時鞭

まったく異なることが知られている 1 ．また，他の神

毛軸糸ダイニンの研究を志していた私は大変衝撃を受

経細胞からの情報を受け取る神経伝達物質受容体は樹

けたことを記憶している．研究対象，着眼点や研究手

状突起のシナプスに高密度で局在しクラスターを形成

法が実にユニークで多岐にわたる生物物理学の中で，

する 2 ．流体としての性質をもつ細胞膜の中で，ブラ

昔も今も変わらず根幹をなしているのは，この「生体

ウン運動に逆らってこのようなタンパク質密度勾配を

分子を見る」というアプローチであるように思う．生

保つために，神経細胞は何らかの自己組織化メカニズ

物物理学の発展に伴い，より多くの生命現象が，より

ムを発達させていると考えられる．この自己組織化機

精密に，より生体に近い状態で可視化されるように

構の解明に，生物物理学的アプローチが大いに貢献し

なった．先駆者たちの努力による顕微鏡，受像機，蛍

てきた．軸索と細胞体との境界イニシャルセグメント

光プローブなどの目覚ましい進歩により，今ではガラ

にリン脂質の拡散を妨げる拡散障壁が存在すること，

スの上の精製タンパク質だけでなく，生きた細胞の中

拡散障壁がイニシャルセグメントに密集するアクチン

でタンパク質や脂質 1 分子の挙動を追跡することも可

骨格と膜貫通タンパク質から構成されることが，1 分

能になっている．また，タンパク質構造解析法の発展

子イメージング法と光ピンセット法により示され

も著しい．

た 3 ．また，樹状突起の神経伝達物質受容体の運動を
1 分子レベルで観察することにより，クラスターを構

「分子を見る」という生物物理学的アプローチは，
現在，生物物理学の分野にとどまらず生命科学全般で

成する受容体 1 個 1 個はダイナミックにシナプスの内

強力なツールとして位置づけられている．本稿ではま

外を出入りしていること 4 ，記憶・学習の基礎となる

ず，私の現在の専門である神経細胞生物学において生

シナプス可塑性という現象にはこの受容体の 2 次元拡

物物理学的アプローチが果たしてきた役割と，今後ど

散運動の変化が重要な役割を担うことが明らかになっ

のような発展が期待されるかを述べる．そして，生物

てきた 5 , 6 ．

物理の発展は脳科学の将来にとって必要不可欠である

膜分子の密度勾配の形成・維持・制御戦略は，生化

こと，脳研究の立場から日本生物物理学会に期待する

学・組織学などの研究手法では明らかにすることがで

ことを論じていきたい．

きず，生きた神経細胞において 1 分子のふるまいを直
接「見る」あるいは「操作する」ことによりはじめて

2. 生物物理学的手法で神経細胞の自己組織化戦略
を読み解く

理解できたものである．生物物理の最大の魅力は，こ
のように他分野では解明不可能な生命現象にアプロー

われわれの脳神経ネットワークは 1000 億個以上の

チできることである．しかしながら，脳の仕組みをさ

神経細胞からなり，「シナプス」という神経伝達に特

らに理解するためには，現在の技術的限界を越えての

化した特殊な構造を介して情報伝達を行っている．神

発展が必要不可欠である．現在，最先端の脳科学研究

経細胞は複数ある樹状突起のシナプスで受け取った情

には，“in vivo imaging” “optogenetics” という 2 つのキー

報を細胞体で統合し，1 本の軸索から出力を行う．こ

ワードがある．“In vivo imaging” とは，生きた動物の中

の機能は，細胞内でのタンパク質の局在により支えら

で細胞の活動や分子を追跡する技術であり，脳研究の

Biophysics Opens up the Future of Brain Science
Hiroko BANNAI
Laboratory for Developmental Neurobiology, Brain Science Institute, RIKEN
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分野では生きた動物脳内の神経細胞の活動をとらえる

相互作用状態の可視化は，今や新薬開発にはなくては

ことが可能になっている ．“Optogenetics” は，光活性

ならないステップであるため，X 線結晶構造解析や

化イオンチャネルを利用して，特定の神経細胞の活動

NMR による相互作用解析技術の発展は今後創薬の要

を自在に操る技術である ．すなわち，現在の脳研究

となる．日本生物物理学会ではタンパク質構造解析に

で求められているのは「生きた個体の中でイメージン

は長い伝統があり，年会でも数多くの演題が提出され

グする」
，
「生命現象を人為的にコントロールする」こ

ている．実際 2011 年の年会では，数は少ないながら

となのである．したがって，今後は 1 分子イメージン

もアルツハイマー病や滑脳症などの脳神経疾患を視野

グ・分子操作技術といった生物物理学手法が，生きた

にいれた発表があり，たいへん心強い．タンパク質構

個体により近い条件で適用できるように技術開発を

造の情報は，脳の病気の原因究明，治療・予防の第一

行っていく必要がある．組織・個体の中で 1 分子の挙

歩である．今後日本生物物理学会で，脳神経疾患関連

動を追跡することができて，分子のふるまいを自由に

分子を研究対象としたタンパク質構造研究がさらに発

操作できるようになれば，これまで培養細胞で見つ

展していくことを期待している．

7

8

かってきた細胞の自己組織化機構が生体内で実際働い

しかし，残念ながら「分子を見る」ことだけでは解

ていることが直接証明できるようになる．何よりも，

決できない課題が，いまだ脳研究には存在している．

生きている動物の脳で分子 1 個が動くようすが見える

それは複雑な脳の情報処理過程であり，この問題解決

なんてすごいことではないか．脳の中で分子の動き方

には情報処理の計算理論，情報表現やアルゴリズムか

を操作することにより動物の考え方や行動が変わって

らトップダウン的に神経回路を理解する「計算論的神

しまったら，それは個々の分子のふるまいが脳の出力

経科学」が必要不可欠である．生物物理学会年会では

を決定していることの証明となるのではないか．ま

多くの優れた数理生物学の研究が発表されているにも

た，てんかん発作中やアルツハイマー病の脳では，一

かかわらず，脳神経回路の数理的解析モデルの発表が

部の膜分子が動きやすくなっているから 6 ，そこで分

少ないのは意外である．理論モデルは優れた実験によ

子の動きを人工的に止めることができたら，まったく

り検証されるべきであるから，理論と実験は密接に連

新しい発想の治療法となるのではないか．．．といった

携しなければならない．理論科学者と実験研究者が一

未来予想図を描いている．1 分子標識に用いられる量

同に会する日本生物物理学会は，将来，計算論的神経

子ドットの in vivo イメージングは十分可能であり 9 ，

科学が実験と出会って飛躍的な発展を遂げるプラット

組織レベルであれば神経伝達物質の 2 次元拡散を抑制

フォームとなるべきである．

しシナプス伝達をある程度は制御できる

10

ことを考

えると，in vivo の脳に生物物理学的手法を適用するこ

文 献
1

Craig, A. M., Banker, G. 1994 Annu. Rev. Neurosci. 17, 267-310.

2

Nusser, Z. 2000 Curr. Opin. Neurobiol. 10, 337-341.

3

Nakada, C. et al. 2003 Nat. Cell Biol. 5, 626-632.

4

Dahan, M. et al. 2003 Science 302, 442-445.

体への飛躍のときであり，私もその発展に貢献してい

5

Lévi, S. et al. 2008 Neuron 59, 261-273.

きたい．

6

Bannai, H. et al. 2009 Neuron 62, 670-682.

7

Ohki, K. et al. 2005 Nature 433, 567-603.

8

Boyden, E. S. et al. 2005 Nat. Neurosci. 8, 1263-1268.

9

Tada, H. et al. 2007 Cancer Res. 67, 1138-1144.

ともあながち非現実的ではないと思う．この 10 年の
間に 1 分子イメージングはガラスの上から生きた細胞
に飛び出してきた．次の 10 年は，細胞から組織・個

3. 生物物理は脳科学の将来に必要不可欠である
最後に脳科学全般の視点から，生物物理学の今後の
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発展に期待する点を述べる．脳科学研究の最も重要な
使命の 1 つは，脳神経疾患の原因を探り，治療や予防
法を見つけることである．「生体分子を見る」という
生物物理的アプローチは，実はこの過程に必要不可欠
である．X 線結晶構造解析や電子線トモグラフィーな
どで原因タンパク質の構造を観察することは，疾患発
生のメカニズムを分子レベルで理解することに役立っ

坂内博子

ている．また，疾患原因タンパク質の立体構造に基づ
いた薬剤設計や標的タンパク質と薬剤候補化合物との
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膜

質構造解析 「

前田将司

」化

？

Biomolecular Research, Paul Scherrer Institut, Switzerland

「オワコン」
・・・終わったコンテンツの略，いわゆる

期を過ぎた「過去の流行り物」といったいわれをしか

ネットスラングの 1 つである．流行が過ぎて飽きられ

ねない．

た，ピークが過ぎたコンテンツ・ネタ・メディアをな
かば嘲笑ぎみに指していう．

2. 本丸まだほとんど手つかず

1. 膜タンパク質構造研究の普及と定着

に登録されているもののうちわけを見てみると，大腸

急激に増え続ける膜タンパク質構造であるが，PDB
イオンチャネルのイオン透過，トランスポーターの

菌や高熱菌をはじめとするバクテリア由来のものがい

物質輸送，レセプターのリガンド受容など，これらの

まだにその多くを占めており，ヒト由来あるいは高等

生物現象を頭の中で描いたときにどんな絵が思い浮か

哺乳動物由来のものはまだまだそのごく一部を占める

ぶだろうか．楕円や四角のブロックでできた模式図モ

に過ぎない．薬剤耐性トランスポーターのような，バ

デルという人もいるだろうが，原子モデルをイメージ

クテリアのものを解くこと自体が目的である場合もあ

する人もきっと多いだろう．その見た目の美しさと，

るが，多くの場合はホモログを哺乳動物由来のものの

なによりも現象の本質により近い説明であるというこ

代替品として扱っている．現実問題として，大量発現

とから，教科書の挿絵の多くも旧来の模式図から原子

の容易さやコスト，タンパク質の扱いやすさや安定性

モデル図やリボンモデル図に書き換わった．これらは

における利便性があるといったこともあり，高等哺乳

ひとえに膜タンパク質構造が原子レベルで解明されて

動物由来よりもバクテリア由来への傾向があるのだろ

きた蓄積があればこそだ．

う．筆者も承知である．ホモログ構造は膜タンパク質

1985 年に最初の膜タンパク質構造が原子レベルで

一般の構造としての特徴や作動様式の仕組みを明らか

解かれて以来，今日では膜タンパク質構造解析論文

にしていく上でこれまでに多くの知見をわれわれに与

を見ることはさほど珍しくはなくなっている．既知

えてきた 1 -3 ．またそうした中で，多くの生化学的・

構造データベースを覗くと，実際にその数が年々加

生物物理学的手法が開発・改良され続けてきたうえ，

速的に増加しているのが見て取れる．構造解析成功

扱う人の経験と知識の蓄積にも貢献してきたのは間違

数の急増にはさまざまな技術的進歩が不可欠であっ

いない．しかしながら，生命科学の大きな目的の 1 つ

た．大型放射光施設の増加と利便性の向上，遺伝子

にヒトの生物活動の理解があるとすれば，今後は膜タ

組み換えと発現・精製技術の改良といった手法の進

ンパク質研究もより高次の生命体へと向かわざるを得

歩に加えて，計算機の進化とデータ解析ソフトの充

ないだろう．また，創薬への貢献にはホモログでな

実・簡易化により，だれでも容易に構造解析ができ

い，対象となるヒトの膜タンパク質構造情報が必須と

るようになった．こうした目に見える技術面だけで

なる．製薬企業に勤める知人の話では，創薬スクリー

なく，多くの研究者が取り組み始めたことによって

ニングの際，たとえ機能的には野生型と同等でも，大

膜タンパク質の取り扱いに関する経験と知識が蓄積

きく変異や改変のされた膜タンパク質構造は望ましく

され，書物やインターネットを介してそれが広まっ

ないとのことである．予期しない挙動の改変が起きて

たことも大きい．そうした流れで，新規構造がある

しまうおそれがあるそうだ．高等動物由来の膜タンパ

程度出そろい，作業が（実際は困難が多いが傍目に

ク質をできるだけ天然のままに手を加えずに構造を解

は）ルーチン化してしまうと，この分野がもはや最盛

こうとすることは従来あまりスマートな取り組みでは

Membrane Protein Crystallography is Going to Be an Owa-Con!?
Shoji MAEDA
Biomolecular Research, Paul Scherrer Institut, Switzerland
※図 1 は，電子ジャーナル（http://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophys/-char/ja/）ではカラー版を掲載しています．
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射線損傷の影響を除外できるとされる 4), 5)．また，各
反応状態の静止像の分類と再構築により，これまで結
晶学が不得手としてきたきわめて速い生化学反応の
（間接的ではあるが）観察も可能になるかもしれない．
結晶学的手法以外にも，単分子から細胞全体までのイ
メージング手法としてその活用が期待され，光学顕微
鏡や電子顕微鏡による従来のイメージングと相補な技
術としての活躍が期待される 6), 7)．
まだまだ確立された技術とはいえないが，XFEL の
利用は測定・観察の可能性を広げてくれるかもしれな
い．まだ生物試料実験のセットアップやデータの解析
方法の整備が必要であるが，これまで見たくても見ら
れなかった「モノ」や「事象」
，たとえば「より細かい」

図1
はじめて XFEL を使ってフェムト秒 X 線結晶構造解析によって解
析された膜タンパク質 Photsystem I の 8 Å 分解能電子密度と配置
されたヘリックス（文献 5 より）

「より速い」
「より大きく複雑な」方向への進展に大き
な役割を果たすことを期待している．それがひいては
分野や領域をまたぐ研究を活発化させるきっかけにも
なるだろう．

ないとみなされてきたと感じるが，その重要性を一度

4. おわりに

見直してみてもよいと思う．それと，これは私の個人
的な思いであるが，われわれヒトの膜タンパク質がバ

膜タンパク質構造解析は決して「オワコン」化などし

クテリアのそれと機能も構造も大差ないというのでは

ない．これからも多くの驚きと有益な成果をもたらす

まったく面白みがない．むしろヒトや高等哺乳動物を

と確信している．これまでの研究発展の過程と同様に

差別化する特徴を見つけ出していくことに 1 つの醍醐

それを可能にするために何より大事なのは，広い範囲

味を覚える．
「やっぱりヒトはすごい！！」という感

にわたる研究者・技術者間での活発な協力である．そし

動だ．これまでも，そして現在も私は人や哺乳動物由

て世論や時流に流されずそれを支援し続けていくため

来膜タンパク質研究に携わっているが，これからもそ

には，科学研究自体の価値とそれが及ぼす実社会への

れは変わらない軸となっていくだろう．

貢献に対してわれわれ 1 人 1 人が頭に留めておく必要

頭で大きなスローガンをもちつつも，足下ではそれ

があると思うし，学会等の団体としても外側の人々へ

を実現するためのタンパク質調整や結晶生成での具体

の理解を求めていくことも忘れてはいけないと思う．

的対策と新技術の開発努力は今後も必須である．

文

3. 新時代到来・・・かも？
膜タンパク質の結晶構造解析が困難な理由の 1 つ
に，可溶化・精製した後の膜タンパク質は表面領域の
多くを無秩序な構造の界面活性剤に覆われており，結

Kuhlbrandt, W. (2000) Nature 406, 569-570.

2)

Doyle, D. A. et al. (1998) Science 280, 69-77.

3)

Yamashita, A. et al. (2005) Nature 437, 215-223.

4)

Chapman, H. N. et al. (2011) Nature 470, 73-77.

5)

Fromme, P. et al. (2011) Curr. Opin. Struct. Biol. 21, 509-516.

6)

晶形成に有用な親水性表面が可溶性タンパク質のそれ

献

1)

Jiang, H. et al. (2010) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 1123411239.

と比べて小さいことがある．このため一般的に膜タン

7)

Gaffney, K. J., Chapman, H. N. (2007) Science 316, 1444-1448.

パク質結晶は結晶内相互作用が弱く溶媒含量が多い結
晶になりやすい．こうした特徴は回折力を弱め，深刻
な放射線損傷を引き起こし，回折分解能に大きな制限
をもたらす．これに対して近年大きな注目を浴びてい
るのが X 線自由電子レーザー（XFEL）である．従来
の放射光の 10 億倍ともいわれる高輝度で位相の揃っ
た X 線パルスだ．この高輝度 X 線パルスを無数の微

前田将司

結晶に順次当て，それぞれが放射線損傷を受ける前に
回折イメージを回収して，のちに再構築することで放


前田将司（まえだ しょうじ）
Paul Scherrer Institut 博士研究員
2006 年大阪大学理学研究科博士後期課程単位修
得退学，博士（理学）．大阪大学蛋白質研究所特
任研究員，兵庫県立大学特任助教を経て，10 年
より現職．
研究内容：GPCR と関連タンパクの構造解析
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若手研究者から「生物物理の未来に寄せて」

若手

「生物物理 未来 寄
柴田幹大

」

Duke University Medical Center・Department of Neurobiology

若手すぎる上（31 歳），海外でポスドク（日本学術

しても高速 AFM を作る経験がしたかったし，自分の

振興会海外特別研究員残り 1 年）という立場上，生物

職業を研究者と選んだときから抱いていた海外で生活

物理の未来よりも，1 年後の自分と自分の家族の未来

する夢をかなえたかったので，
「高速 AFM 装置一式

をどうしようかばかり考えており，私の（拙）文が生

作れますよ．
」と軽くいってしまった．それを信じて

物物理の 300 号特集にふさわしいかどうかはわからな

お金を出して下さった安田先生には感謝しているが，

い．しかし，年に 1 回開かれる生物物理学会の年会で

実際に異動した今年 4 月からは自分の生活費は日本学

渾身のデータを発表することを目標としている若い研

術振興会から出していただき，2011 年から 3 年間金

究者として，自分の研究の将来展望と将来の学会のあ

沢大学・安藤研究室との共同研究でヒューマン・フロ

り方を自由に書きたいと思う．

ンティア・サイエンスプログラムに高速 AFM に関す

私は名古屋工業大学・神取秀樹先生のもと低温赤外

る研究プロジェクトで採択されたことを考えると，安

分光法を用いて，バクテリオロドプシンを代表とする

田先生の先見性はすばらしいといえよう．当然のこと

光受容タンパク質の研究を行ってきた ．その後，金沢

ながら，プレッシャーは大きくなるが，金沢大学で日

大学・安藤敏夫先生のもと研究手法を高速原子間力顕

本学術振興会特別研究員 SPD をしていた頃も毎年自

微鏡（AFM） へ変え，引き続きバクテリオロドプシ

己評価書を書き，それに基づいて評価書が送られてく

ンを研究対象としたが，2011 年米国 Duke 大学・安田

る上に，3 年後には次の異動先を決めなければいけな

涼平先生の研究室への異動に伴い，今度は研究対象を

いプレッシャーは常にあったので，これまで同様にプ

神経細胞へと変えた．金沢大学・安藤研究室では 3 年

レッシャーを楽しみながら研究をしていきたい．

1

2

間ポスドクを過ごしたが，2 年間でおもな研究目的で

現在，安藤研究室が開発した高速 AFM 関連の研究

あった「バクテリオロドプシンの光励起に伴う構造変

成果は華々しく，さまざまなタンパク質の動態変化が

化の直接可視化」を達成し論文として発表した 3 -5 ．

リアルタイムで可視化され，いくつかの研究論文が発

残りの 1 年間で次の異動先を決めると同時に，金沢大

表されている

学・内橋貴之先生から高速 AFM 装置一式の作り方を

に続いて，他の種に存在するロドプシン様タンパク質

0 から教えていただき，日本の生物物理発，安藤研究

に対し高速 AFM を適用する研究者人生も考えたが，

室印の高速 AFM を設置できる技術を取得した．もと

研究対象を細胞（神経細胞）へ変える道を選んだ．こ

もと金沢大学へ異動するときに企んでいた研究結果

れまでに神経細胞のイメージングは蛍光顕微鏡が主で

と，技術取得の両方を達成でき，さらにその技術を次

あり，一般的な AFM でさえ神経細胞へ適用した例は

の研究人生につなげるよう自分の人生を進められたこ

少ない．もちろん，安藤研究室の高速 AFM も適用し

とはよかったと思う．ポスドクは常に「崖っぷち」で

たことがないため，タンパク質の動態観察用に作られ

あるため，論文という目に見えて評価されやすい研究

た現行の装置からさまざまな改善・改良を必要とす

成果を第一に求めるが，もう少し先のことを見据え，

る．現在の高速 AFM の時間分解能は細胞観察用に新

目に見えて評価されにくい技術取得に取り組めたとい

たに開発されたスキャナーを用いれば，50 マイクロ

う点で安藤研究室での 3 年間は貴重であった．ただ，

メートル四方で，1 フレーム 1 分で観察することがで

今思えば，現在のボス（Duke 大学・安田涼平先生）

きる．これはグルタミン酸により刺激を受けた樹状突

と出会ったとき，高速 AFM を操作することはできた

起スパインが形態変化を起こす姿を捉えるには十分な

が，0 から作ったことは一度もなかった．でも，どう

時間分解能である．また，AFM の空間分解能は 10 ナ

In Hope of the Future of Biophysics in Japan from Young Scientist
Mikihiro SHIBATA
Department of Neurobiology, Duke University Medical Center
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ノメートル以下で あ る た め， 単 純 に 考 え る と高速

らかの責任を負う立場になれば，学会の将来や運営の

AFM を用いれば，これまでの蛍光顕微鏡では見えな

在り方について考え，発言しなければいけないだろ

かったであろう詳細な形態変化まで観察できるはずで

う．またポスドクという責任のない立場から大学教員

ある．ところが，そうは簡単ではない．AFM は蛍光

という責任のある立場に変わったときには，得られる

顕微鏡とは異なり，ステージ上にあるすべてのものが

研究成果をどう世の中に広めていくか，社会にどう還

見えてしまうため，AFM 画像に現れるガラスステー

元するかを考える必要があるだろう．などといろいろ

ジ上の複雑な神経細胞ネットワークの由来が何が何だ

考えてはみるものの，私の場合，1 年後に給料源がな

かわからない．まさに見えすぎて困るという状況であ

くなるという事実があり，今年度からは研究するだけ

る．蛍光タンパク質を発現させ，見たいものだけを検

でなく，給料源を探す活動をしなければいけないの

出するという蛍光顕微鏡の利点は非常に有効であるた

で，まずは目の前に差し迫っている事態を突破し，数

め，神経細胞の高速 AFM 観察には蛍光顕微鏡との組

年後も生物物理学会に参加できるよう努力しなければ

み合わせが必須となるだろう．また，試料の高さ 4-5

ならない．

ナノメートルである膜タンパク質バクテリオロドプシ

ただ一点．海外でポスドクをしていて，日本で職を

ンから，試料の高さが約 500 倍も高い 2-3 マイクロ

得たいと考えている私としては，自信のある研究結果

メートルの神経細胞へ研究対象が変わるため，これま

が出たときに発表する学会は日本生物物理学会年会と

でよりもはるかに長い AFM 探針が必要となるだろう．

決めている．このように，年会で発表することを目標

さらに，神経細胞が外部刺激を受けて形態変化をする

とする若い研究者が年々増えることが将来の学会のあ

ようすをリアルタイム観察したいので，AFM 観察中

り方であると思う．願わくば，毎年ポスター発表の機

は細胞は元気でなければいけない．そのため，観察

会があり，アブストラクト提出の期限を遅くする，も

バッファーを 30 C 以上に温めたり，バッファーを循

しくは，ぎりぎりまで受け付けるなどの配慮をしてく

環する必要がある．現在これらの改善・改良を行って

ださると，海外へ行って分野を変えたポスドクでも学

いる最中であり，近い将来どうにかして人々に感動を

会に参加しやすいと思う．

与える高速 AFM ムービーを撮影し，日本の生物物理
文 献

発の研究手法である高速 AFM がタンパク質だけでな
く細胞にも適用できることを世界に証明したい．
さて，生物物理学会の未来に関してだが，上述のよ
うに，研究対象を変え，生活環境も変わっている私の
立場としては，生物物理の未来よりも自分の未来の方
がよっぽど心配で生物物理の未来を考えている余裕が
ないというのが本音である．前々回の仙台で行われた
年会時の若手研究者によるパネルディスカッションに
おいても，生物物理の未来について話をする機会が

1
2

柴田幹大，神取秀樹 2004 生物物理 44, 113-117.
Ando, T. et al. 2001 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98, 12468-12472.

3

Shibata, M. et al. 2010 Nature Nanotech. 5, 208-212.

4
5

柴田幹大 2010 生物物理 50, 302-303.
Shibata, M. et al. 2011 Angew. Chem. Int. Ed. 50, 4410 -4413.

6

Kodera, N. et al. 2010 Nature 468, 72-76.

7

Uchihashi, T., Iino, R. et al. 2011 Science 333, 755-758.

8

Igarashi, K., Uchihashi, T. et al. 2011 Science 333, 1279-1282.

9

Miyagi, A. et al. 2011 Biochemistry 50, 7901-7908.

あったが，そのときも気のきいたコメントがまったく
できなかった．ただ，私のようなポスドクという責任
のない立場からいえることは，目の前に自分の興味と
信念を貫ける研究テーマがあれば，学問の分野など気
にせず，その研究テーマを成功させることだけに集中
し前に進むしかないと思う．その結果が生物物理学の
柴田幹大

発展につながればいいと思うし，生物物理出身の研究
者が世界で活躍することこそ生物物理学会の未来であ
ると思う．
将来そうなりたいと野望を抱いているが，自分の研
究室をもち，大きな研究費を動かすようになり，いく

柴田幹大（しばた みきひろ）
日本学術振興会海外特別研究員
07 年名古屋工業大学・神取秀樹教授のもと博士
課程（工学）修了，05-06 年名古屋工業大学（日
本学術振興会 DC1），07 年名古屋工業大学（日本
学術振興会 PD），08-10 年金沢大学・安藤敏夫教
授（日本学術振興会 SPD），を経て 11 年 4 月よ
り Duke 大学・安田涼平研究室．
研究内容：高速原子間力顕微鏡を用いた神経細胞
シナプスの実空間，実時間イメージング
連絡先：Department of Neurobiology, Duke University Medical Center, 401D Bryan Research Building,
Research Drive, Durham, NC 27710 USA
E-mail: shibata@neuro.duke.edu
若手研究者から
「生物物理の
未来に寄せて」
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非平衡統計力学

細胞内

林久美子

測定

東北大学工学研究科

生物物理の未来に寄せて ，自分の成長をテーマに
雑文を 3 つ用意しました．下記の「理論より実験」
「細
胞内ゆらぎのための測定理論を」「次世代育成」は，
それぞれ自分の研究の過去・現在・未来にまつわる内
容です．今後，理論も実験も中途半端な私が研究者と
して独立できるかわかりません．1 日 1 日時間をでき
るだけ研究に割いて，周りの皆に追いつけるように頑
張ります（2011 年 11 月）．

1. 理論より実験
学生の頃は物理学を学び，その中でも非平衡統計力
学 * という理論分野で学位を取得．その後，理論の基
礎研究から生物への応用に興味を移し，バルセロナ大
学に留学しました（図 1）
．理論を学ぶつもりで訪問
図1
政池知子さんと企画した学会シンポジウムでバルセロナ大の同僚
を日本に招待（2011）．

した留学先の提案は，唐突に，
「おまえにもできる．
実験をやろう」
．若くて焦りもありました．とにかく
留学先で仕事をしなければならないと思い，躊躇する
間もなく実験に踏み切りました．
慌てて始めた実験ですが，理論よりリアルな世界に
私は夢中になりました．帰国後，日本でも実験を続け
たいと，分子モーターを研究している阪大・野地研
（現東大）に非平衡統計力学を利用した新しい測定方
法を提案して，居座りました．野地先生が「（理論の
人が）自分で実験するという心意気が気に入った」と
励ましてくださり，学生やポスドクの方々に教わりな
がら，実験を開始しました．これが運よく成功したん
です．理論だけでなく自分で実験を行う道を選んだこ
とが評価され，2010 年に日本生物物理学会若手奨励
賞を受賞することができました（図 2）1 , 2 ．

図2
若手奨励賞受賞（2010）．歴代受賞者と．左から塚崎氏，西山氏，
今村氏，鈴木氏，福岡氏．

私の学位取得時の提出論文（理論分野）は参考論文
* 非平衡統計力学：力が付加されたり，温度差があったり，化学反
応が行われたりして系にエネルギーが注入されると，系は非平衡
状態になる．このとき，一般に系の状態はボルツマン分布に従わ
ず平衡統計力学の関係式は成立しない．非平衡統計力学は非平衡
状態で成立する関係式を与える学問．ゆらぎは平衡状態から ず
れた状態 なので，非平衡統計力学の対象となり得る（文献 [1]
の 3. 局所詳細釣り合い参照）．

1 本を含め，計 9 本．振り返って見ると，頑張りまし
たがこれが私の限界でした．才が足らなくても成長し
たいという気持ちが実験を行うことを後押ししまし
た．変化することでまだ成長したかった．

Non-equilibrium Statistical Mechanics for Fluctuations in a Cell
Kumiko HAYASHI
School of Engineering, Tohoku University
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私の考える「非平衡統計力学によるゆらぎ測定プラ
ン」は 2 本立て．1 つは「ゆらぎによる非破壊測定」
．
もう 1 つは「操作を伴うゆらぎ測定」．前者は蛍光イ
メージングで得られる画像だけを利用して新しい量を
1
測定しようというプラン ．後者は非破壊を捨てて，

積極的に生細胞内で外力をかけて（操作を加えて）
，
そのとき実現する非平衡状態のゆらぎを測定しようと
いうプラン．手始めに分子モーターの 1 分子実験（in
vitro）で研究してきた Fluctuation Theorem による駆動
力測定 1 , 2 と拡散の Giant Acceleration 3 を，生細胞を
用いた実験に応用するつもりです．
私自身，非平衡統計力学の関係式は理論として面白

図3
細胞内の小器官の蛍光観察（2011, 夏）
．室温 37 C．無茶してみ
たかった…．今は局所的に保温．

くても，生物実験に対しては実用性が乏しいという認
識．大半が役立たずだと承知の上で，実用的なアイデ
アを絞り出したいのです．

3. 次世代育成
今 年 か ら 東 北 大 学 工 学 部 ナ ノ サ イ エ ン ス コース
（佐々木研所属）の 4 年生が私の指導下で卒研を行う
に際して，顕微鏡観察の練習プログラム「拡散係数を
測ろう」を計画しました．
Act 1. 顕微鏡でビーズのブラウン運動を観察
Act 2. ビーズの重心の軌跡から拡散係数を測定
Act 3. アインシュタイン関係式から理論値を計算
Act 4. ビーズの重心運動をシミュレーションで再現
Act 5. LabVIEW を用いてデータ解析ソフトを作成
この機会に私は，基礎中の基礎ですが，はじめて拡
散係数の実験値と理論値を比較し（正確にいうと学生

図4
震災後の東北大学（2011）．屋上にて．

がやるのを見た…）
，LabVIEW も学び始めました．研
究指導でなんとか自分も成長したい．

2. 細胞内ゆらぎのための測定理論を（図 3）

研究者を引退するまで，変化し続けることを諦めた

自分が理不尽だと感じたとき，研究しようと思いま

くない．物理学会から生物物理学会に移って，2009 年

す．私の研究のモチベーションの中に，理不尽なこと

は初めての口頭発表，2010 年は若手奨励賞，2011 年は

に対する怒りと抵抗がある．東日本大震災も理不尽な

シンポジウムオーガナイザー，2012 年は自分の指導

こと（図 4）
．研究を立て直すにあたって，自分に言

する学生が発表．人を育てることを意識して，学会の

い聞かせたことは「後退もダメ・現状維持もダメ・悔

参加の仕方も少しずつ変化させたい．

しかったら手を広げること」
．今までやってきた分子
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モーターの 1 分子実験（in vitro）だけでなく，生細胞
内の蛍光イメージングに着手することで研究体制を立
て直しました．
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蛍光イメージングのための測定理論を作りたい．細
胞内のシグナル伝達とか，なんかのメカニズムが知り
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たいとかではなくて，キレイに測れること自体が嬉し
いから，測定のための新しい理論を作りたい．シンプ
ルで実用的で，誰にでもできるやつ．実際，細胞内で
蛍光観察して，輝点がキラキラ光っているのを見るの
は，それ自体が面白いものでした．

林久美子
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座談会記事でもご紹介しましたとおり，日本生物物理学会の創立 50 周年を記念するさまざまな事業が行
われる中，2010 年 12 月の記念講演会（東京･日本科学未来館）では，「生物物理，今後の 50 年」と題した
パネルディスカッションが開催され，私が司会を担当しました．会誌「生物物理」が記念すべき 300 号を迎
えるにあたり，特集号の編集委員長のお話をいただいたときにも，未来を展望する記事が構成できたらと思
いました．そして当時の編集委員長の木寺先生，出版委員長の伊藤先生，現編集委員長の中村先生と相談し
て，300 号を「生物物理の未来」を主題とする記念号と位置付け，4 項目の内容から構成することを決めま
した．
会長経験者の先生方からは「温故知新」を念頭にメッセージをいただきました．学会の将来像を考えた場
合，国際化・グローバル化が急務となる中，アジア地域などから貴重なメッセージを寄せていただきまし
た．パネルディスカッションのメンバーを骨格とする座談会では，未来を展望するような話し合いを心がけ
ました．12 名の若手からは未来に寄せてのメッセージを執筆していただきました．12 名の編集委員の先生
方には，それぞれ若手執筆者の原稿を担当していただき，個別にアドバイスをいただきました．このように
してまとまったのが 300 号です．
記念特集号の編集を終えるにあたって，パネルディスカッション「生物物理，今後の 50 年」の中で私が
示した 2 枚の図，50 年間の会員数（左）と年会での一般講演数（右）をご紹介したいと思います．グラフ
はいずれも直線（講演数は原点を通る直線）で近似でき，本会が右肩上がりで大きくなってきたことを示し
ています（パネルディスカッションでは 50 年後まで外挿しました）．

このグラフの今後の変遷を予想することは，研究の『未来』を展望するのと同じくらい難しいことかもし
れません．この半世紀で大きな発展を遂げたライフサイエンスが次の半世紀にどこに向かうのか，それに対
して「生物物理」という学問が何をできるのか，これはなかなか難しい問題です．日本の将来を危惧する声
が巷にあふれる中，「生物物理」という学問やソサイエティに何かできることがあるのか，よくわかりませ
ん．しかしながら，生物物理学会の特徴は若手の元気さであると私はいつも感じており，懇親会で何も知ら
ない大学院生がエスタブリッシュした先生と肩をぶつけ合って料理を奪い合う見慣れた光景が続く限りは
（最近は懇親会が少し上品になりましたが…），この学会はこれまで通り，何かを生み出してゆくだろうと確
信しています．
新しい発見を模索する楽しくも苦しく，苦しくも楽しい「生物物理」に面白みを感じる若者がますます増
えることを心から願って 300 号の編集を結びます．
特集号編集委員会を代表して
神取秀樹
特集号編集委員会委員
委員長 神取秀樹（名工大）
委員
石島秋彦（東北大）
木寺詔紀（横浜市大）
中村春木（阪大）

伊藤悦朗（徳島文理大）
七田芳則（京大）
野地博行（東大）



今田勝巳（阪大）
辰巳仁史（名大）
本田真也（産総研）

太田元規（名大）
豊島陽子（東大）
光岡 薫（産総研）
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