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研究室の紹介など

研 究 室 の 紹 介 な ど

阪大基礎工 三 井 利 夫

1.生物工学教室生物物理研究室

研究室で行なわれていることなどを紹介するようにとのおす ゝめで筆 をとったが,考

えてみると ｢物性論研究｣･｢物性研究｣-は 20年ぶ り位の投稿である.御無沙汰 し

ていた期間のうちこゝ5年程は上記の研究室に身 を置いている.

まず最初に研究室の所属 している生物工学教室の構成から述べると.教室はいわば生

物学の各階層 を貫 くような形で 6つの研究室からできている.すなわち,森本研 〔生体

高分子学 )紘-ム蛋白等の分子 レベルの研究 を行 ない,筆者等の研究室 (生物物理 )は

生体膜等の分子集合体 を主な研究対象としている.大沢研 〔分子生物学 )は膜 と単細胞

生物,塚原研 し神経生理学 )は脳生理,鈴木研 し生物情報学 )と田村研 L生物制御学 )

は個体 レベルの研究を多 く行なっている.各研究室に共通 しているのは,対象の性質,

機能を一段下のレベルでの知識に基づいて理解 しようとしてレ､ることで,それぞれのレ

べ/レでの素子が多体系を形成するときの機能発現の機構の解明ということが問題意識の

大半を占めていると言えよう.こういった面でお互いの方法について啓発 し合 う点が多

い.なお基礎工では生物工学教室は情報.制御関係の教室等 とと机こ物理学に属 してい

る●

筆者等の研究室は種々のバ ックグラウンドを持った人の集 りである.職員の~出身で言

えば.物理 2.化学 1.生物 1,高分子 1であり二大学院生の出身 も生物工学 4.基礎

工物性 2.阪大物理 2,京大物理 1となっている.研究室発足時にくらべると,お互い

の使 う言葉なども少 しわか りかけてきたところである｡

研究室は技術的には小角Ⅹ線回折法を中心にしている.しかし,電顕. ESR,生化

学.電気生理学的方法やまTlホログラフィ等の光学的方法も使っている.この方面のX

線回折技術の最近の発展について興味をお持ちの方は,例えば解説 〔三井,植木 :蛋白

質核酸酵素 別冊 生体膜実鹸法 〔1974年 5月P.71〕を参照されたい.
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今迄に行なわれた主な研究をあげると,浜中の視覚の初期過程 と関連 した レチナール

分子の形態の決定,若林 ･山口のサルモネラ菌べん毛の構造の研究,中村の筋′ト胞体の

スピンラベル法による研究,猪子等の脂 質二重層膜の構造の研究などがあ る ( 最近は研

究の零点を生体膜の構造 においている.幸い科研費の交付 も内定 したので.おいおいよ

いデータが出るようになるものと思われる.なお以上の他に,ニテラ原形質滴の興奮時

の変形の研究 とか,神経網の働 きについての知見を得る目的で, ｢いそあわ もち｣や

｢うみ うし｣などの神経節におけるニューロンの興奮パ タンをホログラフィ干渉法で観

測する試みなども行なっている.こういったことと関連 して,バクテ リヤの培養.いそ

あわせもちの解剖から,視細胞の膜系の研究のため蛙か ら目玉をとること,筋小胞体の

研究のため兎を殺すことなどまで,筆者 にとって全 く未経験のこともいろいろと行なわ

れている.

生物の分野で物事を多少 とも基本か ら理解 しようとす ると.わからないことが非常に

多いハ 1つのデータを見る毎に沢山の疑問にとり囲まれる思いである.事態は或いは

｢物性論研究｣発刊頃の物性 よ りも混沌 としているかも知れない.こういった中で少 し

でも問題 を整理 して研究の方向づけをしよ うとすると.実験家でも理論 じみた研究 をし

なくてはならないこととな り,生体膜の興奮に関す る理論的研究なども行なっている｡

このような分野で研究 していると,物性の専門の方に解決 していただけたらと思 うよ

うな問題に出あうことも度々ある.例えば,神経膜等 を電気的 コンデンサーとしてそこ

で発生す る雑音 を観測すると,低周波側にいわゆる1/ fノイズが強 く発生する.この

種の雑音は,半導体,電解質溶液等で も,一般に電流に関与する荷電粒子の数の少ない

時に現れる現象のよ うであるが,そ ういった比較的単純 な系での 1/ fノイズの本質が

もう少 しよくわかれば,雑音解析か ら生体膜のチャネル系の動的性質についてもよ り深

い理解 が得 られ るようになるかと思われ る.他の例 としては.水中の脂質二電層は適当

な条件下で規則正 しい間隔で並んでいわゆるラメラ相 を形成するが,或る条件下では隣

り合った膜の間隔が数百Aにおよぶ構造が現われる.水 をとお して膜間にこのよ うな長

距離力の働 くことの原因はそれ程 よくはわかっていないようである巾 また生体膜の興奮

と関連 して も多 くの問題 がある.これらについては.も う少 し整理 して後.次節のよう

な形で御教示 をあお ぐこととなるかもしれないO
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2.わからないことなど

｢物性研究｣を理論家 と実験家 との交流の場にとのお考えのある由であるが,実験家

が日頃疑問に思っていることについて質問をよせ,理論家がそれに答 えるといっTC欄 を

もうけることなど如何であろうか,生物関係でもそのよ うな欄 があれば便利か と思われ

る.以下実験的にそのような質問を行なってみる,これ らは昔勉強 した臨界現象に関す

るものである｡

規則不規則型の強誘電体 を念頭におき,格子定数 aの立体格子の各格子点に反転可能

な電気双極子を置いたモデルを考 える.各双極子は Z軸に平行か反平行かの 2つの状態

しか とれないものとし･ j番 目の双極子のそういった状態 を αj-±1で表わす･また･

双極子の能率 を〃,結晶の体積 をⅤとする.

臨界揺動の最 も簡単な理論は lJandau理論あるいは random phase 近似 ということ

になっているようであるが,周知のよ うに, IJandau理論は秩序変数の密度 〔いま考 え

ている系に対 しては電気分極密度 )を導入することか ら始まる.す なわち,結晶中に

a3≪Ⅴ≪Ⅴ なる小体積 Vを考 え, Vの中心位置 を rとし,各時刻での Ⅴの持っ双極子

能率 をMとおいて,電気分極度 pLr)を pLr)≡M/V と定義する, しかしながら, ゆ

らぎを問題 にす る限 り,M/Vは強 くVに依存す る量であ り, a≪Ⅴ≪Ⅴの範囲内のど

こかで停留値 をとるといった性格 もない. しゆらぎと関連 して V依存のない量 として最

も普通にとられるのは<M2>/V である ).このような人為的な量 P(r)に基づ く理

論をどのよ うに評価す るのが正当なのであろうか, これが第 1の質問である｡

Vを a3に等 しくした場合 pLr)は pOj/a3 となり明確な意味 を持っ･このような

pLr)従って αjの分布 を 1次元的に措 けば･例えば図 1の如 くなるのであろう･ この

ような p(rj)を

ptrJ)-吉zp〔k,expLikrJ) (1)

とFourier成分 (以下簡単のため p〔k)と書 く )に分解 して.各 pLk)間に相互作用が

無いと仮定す るのが random phase近似 と理解 している, しかしながら, 当然のことで

あるが,格子振動の場合 と異な り,いま考えている系ではptk) に対応 した固有状態は

存在せず･ IpLrjJl-p/a3っまりlojl-1とするTCめには ptk)間に或 る相互制約
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図 1 ゆらぎに対応 した Ojの分布各縦棒は αJを示す･説明は本文
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〔つま り相互作用 )が無 くてはならない.これについては多 くの議論があるようである

が,岡 1のよ うに具体的なパタンを措いてみると, こ ういったディジタル変数 のつ くる

パタンを合成す る際の Fnurier 成分の振巾,位相に対する相互制約はかな り強いもの

であろうという印象をうけるo 多 くの実験家 が random phase 近似による説明につレ､

てゆけないような感 じを持っのは何時 も脳裏 にこのような図 があるからと言 えよう.

図の (a)は Ojの配向にあま り相関の無い場合のパタンを示す･ 〔b)は波長 100a位の

サイ ン的ゆらぎを示 したつ もりで. Landau理論の "モー ド〟 はこのよ うなものか と思

われる.明らかに短波長 pLk)の寄与無 しにはこのパ タンは作れない.(C)は階段関数的

ゆらぎで,このバタンは比較的長波長成分だけで作れる｡これ らの図はまた,Ising モデ

ルでは長波長 p〔k)の振巾の増大が短波長 p〔kJ の振幅の減少 をもたらすこと,いわば

長波長成分は短波長成分をつ くって成長することをsuggestしている.臨界点では短波

長 p【k)がどの程度 に生き残 り,その振幅がどのよう一な値に近づ くものなのかも教えて

いただけたらと思 うことの 1つ である.

臨界現象の理論は難 しくわか らないことが多いが.特に気になることはpLk)間の相

互作用がIqif-1 なるいわば幾 何学的制約に由来す るものだけなのか･或いは何等か

の物理的実体 と関係 した別種の し上記の制約 と間接的にも無関係な )成分 を含むものな

のか,含む とすればそれぞれにどの程度の大 きさなのか, とい うことである. こういっ

た相互作用の大 きさを評価する実験家むきの 〔つまり現象の実体に則 した比較的簡単 )

計算法はないものであろ うか.これ らについても御教示いただければ幸いである.

上述のよ うな考察はNaN02 のサイ ン相の問題 とも関連 している.この場合は波長

8a- 10a位の波が問題 となるが. Yamadaetalは (b)に近いモデ/レを, Tanisaki

紘(C)のよ うなモデルを提案 している.X線回析で高調波に対応 した衛星反射 は観測 され

ていないが, Bragg 反射は平均構造 を反映するものであるから,この事実は(C)のよう

な階段関数 の周期が場所 によって変動 していると仮定 しても説明でき, どの場所でもb)

型orlパ タンが存在す るとい うモデルを必ず しも支持するものではない.この場合 も,結

局は, この相で短波長 pLk)がどの程度 に生 き残 っているかということがどちらのモデ

ルが真実に近いかをきめることになるであろう.

図 1で Oj-- 1に対応す る線 をすべて消 し, また横軸 を時間とすると,神経細胞の軸
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系 を通るインパルス列の図に似て くる･このことか らも了解 されるように･qiのような

ディジタルな変数 をp(kJ のようなアナ ログ的変数で置 きかえて議論する際の近似度の

問題は神経回路網の理論 とも関連 している｡
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