
33基礎科学ノート　Vol．13　No．2

物質科学と生命科学の橋渡し
－生命活動の基礎原理を分子集合体の非平衡・
　非線形過程の分子科学に基づき探求しよう－

■橋 本 竹 治■

１．はじめに

　２１世紀の化学の特徴の一つに超分子化学の発展を挙
げることができる。超分子とは、一分子の立体形状と
分子間に働く物理的相互作用とを反映した様々な形状
と大きさを持った分子集合体を意味する。超分子化学
においては、一分子に代わり超分子が物質・材料・組
織の構成基本単位となる。超分子は一分子に比し極め
て大きな相関距離を有し、一分子には無い新しい機能
をもつことを期待することができる。この分野の現状
は超分子の新しい合成と個々の超分子の性質・機能の
研究が主流である。これに対して超分子自体の組織構
造の構築、即ち分子→超分子→超分子組織体あるいは
それらの高次構造に至る階層構造と階層を構成する構
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造間の運動の協同性、階層間の情報伝達の仕組みに関
する研究は未だ皆無に近く、我々はこれを研究課題と
して取り上げたく思っている。
　他方２０世紀の生物学においては、分子生物学が核
酸・蛋白質分子の立体構造とその機能に関して重要な
インパクトをもたらしたと見ることができよう。この
流れは、今世紀において分子細胞生物学への発展・展
開として継承されていると見ることができる。細胞
は、細胞膜、細胞骨格、細胞内小器官、細胞核から成
る。細胞膜は脂質二分子膜と膜蛋白・糖質（受容体）
とから成り、受容体は膜の内外からの刺激に応じ膜上
を離合集散し、分子集合体の形成と消滅を行うことに
より様々な機能を司る。細胞骨格の一要素であるアク
チンフィラメントは直径2～3nmのアクチン分子が、

図１　物質・生命体は時空階層性を有する。
本研究では、主として中性子小角散
乱・超小角散乱を用いて、1nmから10
μ mのオーダーの階層構造を実場・実
時間法を用いて研究する。更に各種分
光法及び光学顕微鏡法との組み合わせ
により、ミクロなレベルからマクロな
レベルにわたる階層間の横断的応答、
階層間情報伝達機構を研究する。

強相関超分子系の構築と　　　　　

階層間情報伝達機構の解明グループ
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糸状に分子間会合して出来上がる長さ2～3�mのフィ
ラメント状の超分子である。フィラメントに与えられ
た刺激に応じてその一端でアクチンの脱重合が起こ
り、他端で重合が起これば、フィラメントの重心は移
動し、運動する。更にフィラメントはその結合蛋白質
分子により架橋網目構造を形成するが、これはアクチ
ン→フィラメント→フィラメントの架橋構造から成る
一種の階層構造と考えることができる。系に与えられ
た刺激により、個々の分子の解重合と重合→フィラメ
ントの重心の移動→架橋網目構造の変化・並進→細胞
骨格の変化・運動の結果、細胞のマクロな運動の源に
なると考えられる。

２．研究目的

　人工又は生体内超分子組織体は、僅かな環境変化に
より、下位の構造要素から上位の構造要素にわたる変
化を生ずる。即ちミクロなレベルへの刺激が、階層構
造の横断的変化を通してマクロな応答をもたらす。
我々は「階層間の構造要素の時系列変化が生命体の生
命活動の情報伝達の基礎である」という考えに立脚し
研究展開を図る。細胞運動を念頭に置き、超分子系の
階層構造（超分子組織体）を構築し、ミクロな刺激‐
階層間情報伝達‐マクロな応答の因果律を究明する。
これにより分子細胞生物学に代表される生命科学と超
分子系に代表されるソフトマター物質科学の橋渡しに
関する基礎研究を展開したい。

３．研究計画

　以下に我々のグループの研究テーマを構成するキー
ワードについて概説する。これらのキーワードに代表
される事象のその場・実時間解析に関する基礎研究こ
そが、今世紀に残された重要な課題と考えられる。

３‐１　階層構造

　図１はソフトマターを代表する高分子物質と生命体
の階層構造を模式的に示したものであり、この構造は
幅広い空間スケール（10-1～10６nm）及び時間スケール
（10-12～103s）の構造要素から成る。我々は主としてミ
クロとマクロの中間スケールである所謂メゾスケール
の階層構造を研究対象とする。従来から各階層の構造

と運動についての研究は成されていたが、各階層構造
間の運動の協調性、即ち情報伝達に関する研究は、未
だブラックボックスの中にあると言っても過言でない。

３‐２　強相関分子系の一例

　ここでは分子間相互作用としてハイトラ‐ロンドン
の分散力のみが働く最も単純な系を対象として、強相
関・長距離相互作用について考えてみよう［１］。図２は
A/B二成分高分子混合系の相分離構造（左図）とＡ、
Ｂ両末端を化学結合で連結したＡ－Ｂブロック共重合
体高分子のミクロ相分離構造の模式図（右図）を示す。
これら相分離構造及びミクロ相分離構造の発現は、エ
ントロピー（高分子鎖の並進エントロピーと形態エン
トロピー）項及び高分子鎖を構成するセグメント間（Ａ
－Ａ、Ａ－Ｂ、Ｂ－Ａ）の相互作用エネルギー項の、
系全体の自由エネルギーへの寄与の大小に依存する。
前者の寄与が勝れば系は一相または無秩序状態に後者
の寄与が勝れば系は図２に示した構造を発現する。
　ミクロ相分離構造においてはＡ,Ｂ高分子の化学結
合点は界面に配置され、各々の高分子は各々のミクロ
ドメインに凝集する結果、ドメイン構造はＡ－Ｂ 一分
子の広がり程度の周期を持った長距離秩序を形成す
る。Ａ－Ｂバルクは界面の集合体そのものであるとい
う特徴を有する。Ａドメイン内部での一本のＡ高分子
の形態の変化は、その近傍のＡ高分子に伝達し、更に
化学結合点を通し両隣のＢドメイン中のＢ高分子に伝
播する。このような機構に従いＡドメインに与えられ
た擾乱がたとえ微弱（熱エネルギー kBT オーダー）で
あったとしても、分子自身の大きさのスケールよりも
遥かに大きなスケールにわたり伝達される。それ故、
この系は長距離相互作用を持ち、強相関系の特性を示

図２　分子末端間連結（A-B）に由来する“強相関”効果
とミクロ相分離構造
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す。本系における強相関の数理科学的基礎は、セグメ
ント間相互作用の自由エネルギーに対する寄与を示す
演算子としてのグリーン関数G（r－r’）が、ラプラス
方程式∇2G（r－r’）＝δ（r－r’）を満たすことに見ら
れる［２］。
　他方Ａ/Ｂ混合系においては、Ａ、Ｂ両分子の化学結
合が存在しないのでＡドメイン内部での擾乱はその極
近傍の分子の形態の再配置により吸収され、決して遠
く離れたＢドメイン内部に擾乱を与えない（短距離相
互作用系）。Ａ（Ｂ）分子は基本的にＢ（Ａ）分子の存在
を認識しない。Ａ、Ｂ両分子の相互作用は界面に垂直
方向には短距離に及ぶだけである。従って強相関は界
面に平行で微小な厚みを有する部分においてのみ存在
する。他方、ブロック共重合体高分子系ではバルク全
体に長距離相互作用・強相関が存在する。
　図３はＡがポリスチレン、Ｂがポリイソプレンでそ
れらの分子量（分子の長さ）が互いに等しい時に発現
するブロック共重合体のラメラ状ミクロドメイン構造
で、各分子は図の左下の挿絵に示した配置をとりなが
ら、強相関係に特徴的な高度の長距離秩序を示す。両
高分子のガラス転移温度以上の温度では、本ドメイン
構造は極めて興味深い時空特性を有する。即ち短距
離、短時間では系は液体として振舞う。両高分子の分
子鎖はラメラの形状を保ちながら振動・回転運動をす
ると共にその化学結合点は界面上で並進運動をする。
他方長距離・長時間では、長距離秩序を保持する系に
固有な（ソフトな）弾性体としての挙動を有する。

３‐３　強相関超分子系

　Ａ－Ｂブロック共重合体の分子組成を変化すること
により、このミクロ相分離構造はＡがfcc‐球、bcc‐
球、Ａがhexagonalシリンダー、Ａがdouble gyroidで
Ｂマトリックス中に存在する長距離秩序構造やＡ、Ｂ
交互ラメラ構造及びそれらの相反転構造へと変化する
ので、これら基本構造をテーラーメードできる［１］。
これら様々なミクロドメイン構造をミクロンスケー
ル、サブミクロンスケールのカプセル内に閉じ込める
ことにより、ミクロドメイン超分子体を創製すること
が出来る（図３右下挿絵）。これは細胞内小器官のモデ
ルとも考えることが出来る。またドメインを構成する
高分子が非晶質であるときには、その内部に薬剤、有
機光伝導錯体、無機あるいは金属微粒子を取り込むこ
とが出来る。図３右上には、ミクロドメイン超分子体
が金属微粒子を内臓している模式図を示す。ミクロド
メイン中に金属イオンの還元能を付与することによ
り、超分子体の外部から内部へ金属イオン（例えばウ
ラニウムイオン）を捕獲・回収することも可能であろ
う。このことは細胞の機能並びにソフトマター物質の
機能の双方にとり重要である。またバイオミネラリゼ
ーションの一般的モデルとしても興味深い。

３‐４　階層間情報伝達

　一例として細胞膜における階層間情報伝達を考えて
みよう。細胞膜は脂質分子→脂質２分子膜→膜中の
様々な受容体（膜蛋白質分子、糖質分子）から成る階
層構造を持った一種の超分子組織体と考えられる。脂
質分子自体も多成分であり、各成分が相異なる蛋白
質、糖質を受容していて、受容体は２分子膜中を並進
運動をすることができる（図4a）。細胞膜の内外から
の刺激により脂質分子又は受容体分子が応答する結
果、脂質膜超分子系に膜内相分離が誘起され、受容体
集合体が形成され、膜の内外の様々な情報伝達（例え
ばイオンの能動輸送）等が行われるであろう（図4a→
4bの変化）。図５は、細胞膜の機能を司る蛋白質分子、
糖質分子等受容体が一つの細胞膜から他へ膜間移動す
る様子を模式的に示したものである。環境変数の変化
→受容体間・脂質分子間の相互作用の変化→二分子膜
の曲率の変化→ベシクルの形成→並進と他の膜との衝
突・合体→ベシクルの膜間移動という一連の時系列変
化は或る種の情報伝達の仕組みを示唆する。

図３　ポリスチレン‐ポリイソプレン ブロック共重合体
のラメラドメイン構造の電子顕微鏡像（左下挿絵
はドメイン内での高分子鎖の充填モデル）とミク
ロドメイン超分子体（右下挿絵）及び超分子体の
金属イオン捕獲と微粒子形成（右上挿絵）
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３‐５　分子集合体の力学

　ソフトマター系（生体膜、ゲル、高分子、液晶、コ
ロイド粒子、超分子等の複雑液体）は生体組織を構成
する基本要素であり、生体の構造と機能とに深い関わ
りを持つ。このソフトマター系物質科学と生命科学と
の接点に位置する研究として両系に共通に存在する
様々な階層構造と階層間情報伝達機構の解明を目指す
研究を設定したが、それらはいずれも分子集合体を基
本単位とした“分子集合体の力学”と考えることが出
来る。その基本原理を図６にまとめた。この新しい学
問分野の創成を図りたい。

４．研究方法

４‐１　その場、実時間測定：

　我々が対象とする階層構造は0.1nm-10�mの幅広い
長さのスケールにわたり存在する（図１）。その場観察
の有力な測定法として、中性子超小角散乱（Ultra-

small Angle Neutron Scattering, USANS、主に10�-

50nmの長さのスケールをカバー）及び中性子小角散
乱（SANS, 主に100nm－1nmの長さのスケールをカ
バー）が挙げられる。
　階層構造に介在する各々の構造レベルは、その大き
さが相異なるので、それらの散乱は相異なる散乱ベク
トル q（q=（4�/�）sin（�/2）、�：波長、�：散乱角）領
域に発現する。また外部刺激に対する応答の緩和時間�
は構造レベルの大きさにより異なるので、緩和挙動の 

q依存性からも各階層レベルの時系列応答の解析が可
能となる。幅広いqと幅広い�のパラメータスペース
上での散乱強度の解析が本基礎研究の鍵である。
　散乱強度分布の測定時間の短縮化のために、物質レ
ンズ、磁気レンズを用いた集光光学系小角散乱装置の
開発に成功している。SANS, USANSともq- 領域の相
異に応じて複数の検出器を配備することにより更に測
定の効率化・測定時間の短縮化に成功している。

４‐２　コントラスト変調

　階層構造が散乱能 bi（i=l,…,p）の異なるp個の階層構
造から成り立っている場合や、散乱能の異なるp個の

図４　脂質分子、蛋白質分子、糖質分子からなる超分子
組織体と膜内相分離（a）→（b）

図５　膜受容体の膜間移動（階層間情報伝達と分子集合
体力学の一モデル）

図６　分子集合体の力学の基本原理
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成分から成り立っている場合を想定しよう（図4a）。
この場合系の全散乱強度I（q）は

で表されるので、全体の構造解析には一般にp（p+1）/2
個の部分散乱関数Sij（q）が必要となる。コントラスト
変調法により各相あるいは各成分の散乱能のセット 

（b1, b2,…, bp）を p（p+1）/2通り変えてI（q）を測定し、連
立方程式を数値的に解くことにより全てのSij（q）を求
めることができる。
　重水素の選択的ラベル法により各相または各成分の
コントラストを変える方法（重水素ラベル法）がある。
より高度なコントラスト変調法として核スピン偏極コ
ントラスト変調法がある。中性子のスピンを偏極する
と同時に、試料中のＨ原子核のスピンを偏極すること
により散乱能を変えることが出来る。試料中の核スピ
ンは配向緩和をするので、原理的には緩和時間�spinよ
りも速いタイムスケールでのI（q）の測定が必要とな
る。I（q）の測定が長時間を必要とする時には、試料の
温度を下げることにより�spinを長くする必要がある。
核スピンコントラスト変調法についても、我々のグル
ープは具体的実用化に向けて研究を継続している。こ
の実現は次世代中性子散乱研究の要であると確信す
る。

４‐３　散乱とスペクトロスコピー等との同時測定

　ミクロスケールの構造の刺激-応答関係を明らかに
する上で、スペクトロスコピーは極めて有効である。
また重合により生成するポリマー分子の分子量と分子
量分布の同定にゲルクルマトグラフィー（GPC）、組成
の分布の同定に高分解能液体クロマトグラフィー
（HPLC）は極めて有効である。このようなミクロスコ
ピックの構造応答とメゾスケールでの階層構造の応答
との関係を明らかにすることは極めて重要である。そ
の研究目標の達成に全力を挙げたい。

４‐４　現在までの関連研究成果のまとめ

　生体の生命活動にとり、細胞内での化学反応と反応
生成物の自己組織化は極めて重要であり、その自己組
織化過程の基礎原理の探究・解明は我々のグループの
研究目標の一つである。我々はこの目標への一つのス

テップとして、以下のような系に対する研究を既に実
施し、多大な成果を得ることができた。

�酵素触媒を用いたセルロースの人工合成過程と反応
場におけるセルロースの自己組織化過程

�酵素反応に基づいたバクテリアのセルロース生合成
過程

�イオン性触媒によるポリマーのリビングアニオン重
合過程と生成ポリマーの自己組織化構造の時間変化

�ラジカル、リビングラジカルによるポリマーの重合
過程、生成ポリマーの自己組織化

　上記研究は、いずれも「特異な反応場での低分子の
重合反応と反応生成物である高分子の自己組織化と階
層構造形成」についての非平衡開放系の研究であり、
その様々な自己組織化過程を、主として中性子小角散
乱法を用いて、その場・実時間解析したものである。
これらの研究は化学、物理学、生物学の境界領域での
新しい研究分野の開拓をもたらす研究として内外で高
い評価を受けている。
　これらの研究を、生体組織を含めた様々な系へより
一般的に展開する為には、時間分解中性子小角散乱法
の高度化が望まれる。これらについても以下の成果を
収めている。

�集光型偏極中性子小角散乱装置（SANS-J-II）の完成

�超小角中性子散乱装置のタンデム化

�では偏極ミラー、中性子集光レンズの導入により、
a）空間分解能の１０倍向上、b）測定効率（時間分解能）
の４倍向上に成功した。�では、超小角領域（0.1�m-

10�mの空間スケール）の計数効率の２倍以上の向上
を目指したBonse-Hart型超小角散乱装置の検出部の
タンデム化を可能とするPNO改良装置を組み上げた。
今後、本装置を用いた実験の展開と装置の完成（PNO-

II）を目指している。
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５．展望と結び

　生命体の生命活動の仕組みをソフトマター物質科学
の枠組みの中で解明するという壮大な研究目的の達成
のために描いた夢について記したい。本研究の達成の
ためには、超分子合成グループ、散乱・物性測定グル
ープ、得られた結果の数理解析グループの三位一体の
研究体制の構築が理想である。更に一歩進んで、これ
ら相異なる研究目的をもつ三つのグループが研究協力
の枠を超えた融合研究を実施することが必要不可欠と
思われる。この様な融合研究体制は現在の我が国の大
学法人下では構築困難又は不可能であることを考える
と、日本原子力研究開発機構 先端基礎研究センターの
産学公募型プロジェクト制度で本研究を実現すること
は極めて有意義なことであり、原子力研究開発機構か

らの新しい研究体制の発信とも考えられる。
　本研究目的の達成により、ソフトマター物質科学と
生命科学の橋渡しとなる分野（分子集合体力学）の創
成のきっかけをつかむと同時に、既存する生体の機能
を超えた人工生体機能の創製、自ら環境に適応する材
料の創製等、材料の概念のパラダイム変換を促す基礎
研究成果が期待できる。これらのインパクトは、人類
の文化と福祉に連なるものと期待される。
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