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｢第46回 物性若手夏の学校(2001年度)｣(その 1)

生物物理講義

永山国昭

岡崎国立共同研究機構

統合バイオサイエンスセンター

e-mail:nagayama@nips.ac.jp

§Ⅰ.本講義のねらい

生物の本質が自己複製現象とそれを支える遺伝システム､遺伝情報にあるこ

とは多 くのゲノム解析からますます明らかになっている｡ しかし生物の理解は

物質的側面を抜 きに語れない｡生物物理は第一義的には生物の物質的理解を目

指すものである｡ 生命の神秘が情報工学的側面にあることがわかり､生命の中

に独自の物理がむしろないことが明確になった今､物質的理解は生命全体を対

象とするのではなく個々の "天然の技術"の理解に向かっている｡ その代表的

例が筋肉収縮機構の研究である｡ 過去 60年間近 く､筋肉の化学一力学エネルギ

ー変換メカニズムの探究が続いている｡ 分子 (蛋白貰)でできた機械の分子レ

ベルでの物理化学的理解は､個々の機械の動作現場を実時間で見られないため

大変困難であった｡しかし生理学-生化学-化学熱力学-1分子生理学-1分子

機械学という時代の進歩の中で筋肉問題は現在最終局面を迎えている｡ 本講義

では筋肉収縮機構の分子レベルの物理化学的理解を最終目標とする｡

筋肉分子機械の構造 (アクチン線維とミオシン線維の相互作用による両者の

スライディング)がわかり､更にアクチン､ミオシン分子のⅩ線構造 (原子座

標)がわかると ｢構造 と機能｣パラダイムが作動する｡ そして日常的機械にア

ナロジーを取 り動作機構を説明 しようとすると必ず古典的な固い機械モデル

(tight-couplingmodel)が力を持ちはじめる｡ 現在 1分子のATP分解 (化学

エネルギー)に伴いミオシン 1分子がアクチン線維上を一定距離進む (力学エ

ネルギー)機械モデルが提案され､世界的な定説になろうとしている｡ 1)一方

日本の柳田グループはこうした固い機械はゆらぎある分子世界ではあり得ない

としてloose-coupligmodel(ATP分解と運動が 1対 1対応でなく､lATP分解

の間に負荷に依存 して1ステップから10数ステップまで変化 し得る｡ 更にATP
分解後ですらミオシン分子のアクチン上の運動が観察される)を主張 し孤塁を

守っている｡ 2)この論争は 1984年柳田のアクチン線維 1本 (単位機械)のスベ

リ運動の光学顕微鏡による実時間観測から始まった｡ 3)以来日本は 1分子計測

に磨きをかけお家芸としつつ世界の定説を常に突き崩すデータを出し続けてい
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る｡ にもかかわらず何故 "tight-couplingパラダイム"はますます強固になっ

ていくのか｡この間題を物理 (特に熱力学)の根本に戻って考えていきたい｡

まず生命の第2のコー ドといわれる蛋白質の ｢構造と機能｣に焦点をあてる｡

そのために§ⅠⅠで蛋白質の特異性について統計力学をベースにした物理的考察

を行い､生理機能の熱力学的解析の準備を整える｡ 次に§ⅠⅠⅠで生理機能の熱力

学原理を展開する｡ 特に分子機械の真髄であるアロステリック調節について詳

述する｡ §ⅠⅤでは筋肉の中の構成要素であ り､化学エネルギー消費を行 う

ATP分解酵素 (ミオシン)の働 きを調べる｡ 特に分子レベルと熱力学解析の対

応に注意をはらう｡ 最後の§Vで筋肉収縮問題について§ⅠⅠ-§ⅠⅤの知識をベ

ースに論ずる｡ 特にtightcouplingmodelとloosecouplingmodelの差に焦点

をあてる｡loose･couplingmodelの 1例 として三井理論を紹介し (§ⅤⅠ)､熱

統計力学を 1分子レベルで論ずる際の原理的困難さと新 しさについて考える｡

新 しさについてはすでに1997年夏の学校に関本の報告がある｡ 3)

§Ⅰの文献

1.Huxley,A.F.,Simmons,R.M."Proposedmechanismofforcegeneration

instriatedmuscle",Nature233,533-538(1971).

2.Cryanoski,D.,"Swimmingagainstthetide",Nature408,764-766(2000).

3.Yanagida,T.,Nakase,M.,Nishijima,K.,Oosawa,R.,"Directobservation

ofmotionofsingleF-actinfilamentsinthepresenceofmyosin",Nature

316,366-369(1984).

4.関本 謙､ ｢分子レベルでのエネルギー変換とstochasticenergetics｣､物

性研究 (1999)

§ⅠⅠ.蛋白質構造形成の物理*1

1.分子論 Ⅰ一格子模型の統計力学

まず蛋白質の人工高分子に見られない熱力学的特徴について列記 しよう｡

i)立体構造の唯一性と安定性 (thermodynamicalstability)

ii)構造の可逆的相転移 (reversibilityorkineticalstability)

iii)アミノ酸配列の進化的安定性 (evolutionalstability)

i)､ii)で示される立体構造の安定性と転移 (変性)の可逆性は 1960年代に

Anfinsenにより蛋白質変性問題として研究され､その物理的意味が明示された｡

すなわち構造形成と安定性は平衡状態の熱力学原理､自由エネルギー最小状態

で説明できるという発見である (Anfinsendogma)1)｡ 一方可逆性問題はラン
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ダムコイル状態から出発 して安定な唯一の構造に到達するのに必要な探索時間

に関するLevinthalparadox2)を生んだ｡

An丘nsen dogma も Levinthalparadox も蛋 白質が 人工 の異 種 高分 子

(heteropolymer)とは異なる特別なものであることを端的に物語っている｡ こ

の問題に多 くの物理屋が興味を示 し､蛋白質構造形成のスピングラス理論 3･4)

そして3次元格子モデルによるモンテカルロ探索 5)などの研究を誘起 した｡そ

の結果 1990年中頃までに蛋白質構造形成の物理像が以下の形で確立された｡

i)天然状態､変性状態､中間状態は巨視的状態であり､膨大なミクロ状態のア

ンサンブルを代表 している｡ 従って天然状態⇔中間状態⇔変性状態という1次

反応は膨大な微視的状態間の統計的道筋を示 している｡

ii)微視的状態が作る実効エネルギー (自由エネルギーーコンフォメーションエ

ントロピー)曲面の地形図は漏斗型である (foldingfunnel) 6~8)｡

iii)異種分子で作られるランダム高分子鎖は低温で安定な立体構造を作る｡ し

かしそれはガラス的安定性で自由エネルギー的に同等な数多 くの構造のアンサ

ンブルとなる (freezing)9)｡

iv)可逆的でかつ唯一の安定構造を待つ異種高分子は配列の進化的選択で作 り得

る (selectedheteropolymer)10､ll)｡

Ⅴ)速度論的に見た蛋白質の高速の巻 き戻 り

はselectedheteropolymerの場合可能とな

り､唯一の自由エネルギーの低い安定構造

へ急速に巻戻る 12)｡

特にiii)-Ⅴ)の結論は3次元格子模型を

用いることで明確に説明できる｡ 次にその

モデルについて説明しよう｡

蛋白質の統計力学モデルの困難さは 1個

の蛋白質のとり得る立体構造の数の膨大さ

にある｡ たとえばアミノ酸 100の配列でで

きた蛋白質が取 り得る構造数は1095となる｡

すると1フェム ト秒に1回この立体構造を

探索するとして全てを探索 (悉皆探索)し

て安定構造を兄い出すには1095/1015-1080秒

図 1

図 1:3次元格子モデルの一例 10)｡

2種のモノマー (黒と白)が作るコ
ンパクト構造の内､最安定構造が配

列のreshufningによる (進化的)モ
ンテカルロ探索で求められた｡

=1060宇宙年かかる｡ だから生体中において秒のオーダーという短い時間で蛋

白質が構造形成されるのはパラドックスであるというわけだ 2) ｡ このように可

能な立体構造の膨大さが､現在蛋白質の立体構造予測を不可能なものとし､統

計力学を困難なものとしている｡ この構造数 (微視的状態数)を激減させるも

のとして図 1の格子モデルが提案された｡格子モデル自体は歴史が古 く2次元

*1 §ⅠⅠは永山国昭､ ｢蛋白質フォールデイングの物理｣､生物物理 (2001)impress
より抜粋｡

- 6 57 -



講義ノー ト

モデルを用いて熱力学量を計算 した郷らの研究が最初である 13)｡

図 1の3×3×3の格子モデルでは2種のモノマーを仮定 し3種の相互作用を

考慮 している｡ 3×3×3の格子モデル上に作 られる可能な全てのコンパク ト

な立体構造は約 106個である｡ この量自体は膨大だが 1095にくらべればほとん

どOで､コンピュータに記憶させられる｡ この 106個の各基本立体構造に更に2

種のモノマーで作 られる 27mer全ての配列 (227≡108)を考慮すると 106×

108=1014という全ての配列･構造空間が得 られる｡ これも現在のコンピュータで

は取扱い可能な量であ り､全ての配列､全ての構造を考慮 した実効エネルギー

地形図が描かれる｡

その結果を簡略に表現すると図 2のようなエネルギーダイヤグラムとなる｡

たとえば41番に対応する配列の場合ある特別な 1つの構造が他の構造 と離れ､

特に低いエネルギーを持つことがわかる｡ 従ってこの配列は蛋白質的である｡

一万42番に対応する配列の場合､飛び抜けて低いエネルギーの構造は存在 しな

い｡この配列は freezing(ガラス転移)を導 くが蛋白質的ではない｡ところで

安定性を決めるのは安定構造のエネルギーの絶対的大小ではないことに注意 し

よう｡ 43番と47番の配列を比べると最安

定構造のエネルギーは 47番の方が低い､

しかし43番の配列の方が蛋白質的である｡

更に例えば 43､44､45が 27個のモノマ

ー配列の 1ヶ所の置換で相互に変替可能

なら､これらは進化的安定性を保持 した

真の蛋白質構造 と言える｡

実際には 5×1014の配列･構造空間全て

の悉皆探索は不必要｡たとえば図 1の配

列･構造は蛋白質的構造だが､これを生成

するアルゴリズムは単純である｡ まず構

造を1つ固定 (格子を結ぶと1つのポリマ

ーができる)し､その上で黒と白のモノマ

ーをランダムに交換 しエネルギーの低い

構造 をモンテカルロ探索 して得 られたも

のである｡ ある立体構造に対応 した最適

配列を求めるこの方法は進化に対応する

と主張された(selectedheteropolymer)｡

10) これ は進化 も悉皆探索 で はな く､

foldingfunnelと同じ急速降下であること

を物語っている｡
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図2

図 2:異種高分子の各配列に対応す
る構造アンサンブルのエネルギーダ

イヤグラム12)｡図1のような安定構
造が定まったら配列を固定したまま

多数のコンパクト構造を発生させ､
それら全ての構造に対するエネルギ

ーをダイヤグラムとして表示｡横軸
は異なる配列に対応する｡
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すなわち蛋白質の速い進化も､速い構造の巻 き戻 りも､配列･構造空間で見たエ

ネルギー曲面が漏斗的であれば､ランダムな探索でも極めて短時間の内に安定

構造に到達できる｡ またこのことが最初に揚げたi)-iii)の性質を説明する｡

2.分子論 ⅠⅠ一分子刷 り込み

次に田中の提案 した分子刷 り込みで上記の蛋白質構造の本性を説明 しよう｡

14-16)分子刷 り込みの重要性は配列と構造という二重の拘束をデカップルした所

にある｡

図 3に格子モデルに適用 したときの分子刷 り込み概念を示 した｡ まず 2種の

モノマー (黒とグレー)を半々用意 し (組成)､それらを格子点に置 く｡ ただ

しこの段階でモノマー間には共有結合がなく､まわりのモノマーとの全方位的

相互作用を行 う｡ このモノマー溶液状態に対 し､次に格子上のモノマーをラン

ダムに次々に交替 し仝相互作用エネルギーが最低になるまでモンテカルロ探索

を行う (図 3a)｡ モノマー間の相対配置が定まったら次に構造 (ポリマー化､

すなわち 1つのコンパクト構造に対応 して隣接モノマー間を共有結合で結ぶ)

を導入し (図 3b)､その構造に従ってモノマー同士を結合 し異種高分子を完成

する (図 3C)｡ Shakhnovichの示 した進化的選択 10)に比べ､分子刷 り込みは

化学進化で起こり得たであろう蛋白質的高分子の創出を表現 していると考えら

れる｡ 驚 くべきことにこうして得 られたユニークな配列一構造は､配列を固定 し

て得 られる可能な全て

の構造の中でほとんど

最安定構造であること

が多い｡すなわち重要

なのは構造ではなく､

モノマー組成 とモノマ

ー間相互作用で作 られ

る最安定配置 というこ

とになる｡ 田中の発見

の意味について 2つの

点を指摘 したい｡

1つ目は配列 と構造

のデカップリングにつ

いてである｡ 田中の結

図3

図 3:分子刷り込みによる蛋白質フオールドの生成 16)

(a)3×3×3の格子グリッド上に2種のモノマー (黒とグ

レー)を半々を並べたとき､モノマーreshufningの
後に落ち着いた最安定 (エネルギー)配置

(b)コンパクト構造を1つ選ぶ

(C)最安定配置を 1つのコンパクト構造に当てはめて得
られる最安定構造｡これが蛋白質フオールドの候補
となる｡

果は我々の常識､特異

的配列C,特異的構造を破るものである｡ この 1対 1対応のうち特異的配列-特

異的構造は私たちが生物的自然の中に発見 した驚 くべ き原理 (アンフィンゼ
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ン ･ドグマ)であるが､逆の流れ､特異的構造-特異的配列は証明されていな

い｡常識的に可逆であろうと考えていただけである｡ 田中の結果は､特異的構

造に対応する多 くの特異的配列がありうることを示唆 している｡ これは最近の

構造生物学の進展により証明されつつあるように思う｡ すなわち異なる配列の

構造収蝕である｡

2つ目はモノマー組成が重要ということである｡ これは30年以上前に提出さ

れた Tanfordモデルの分子論的正当化を思わせる｡ Tanfordモデルでは変性の

自由エネルギーそのものではなく､水溶液系 (中性､低塩強度)にたとえば酸

やアルコールなどの変性剤を加えたときの自由エネルギー変化を求める｡ すな

わち水溶液系Ⅰの変性自由エネルギー△G?"と､変性剤溶液系ⅠⅠの変性自由エネ

ルギーAGENの両者の差､あGD"-AG:"-AG?N､を求める問題設定を行った｡

すると変性の自由エネルギー変化が次のように求まる｡ 17､18)

あGDN-AG.?-AG ‥-皇 (a,D-a,.")n,Ag,,,
1=l

(ⅠⅠ-1)

iは主鎖および n (-8)種の疎水性アミノ酸側鎖に対応 し､｡′N､｡′Dは二つの

状態のアミノ酸の平均露出度､n,はアミノ酸 1'の残基総数､Ag",は溶解度から求

まるアミノ酸 1'の移相エネルギーである｡ この単純な要素還元アプローチから

驚 くほど多 くのことが予言できることがわかっている｡ しかもこの場合､アミ

ノ酸組成以上の個別知識を用いていない｡これは田中の分子刷 り込みの実証例

と思われる｡

§ⅠⅠの文献

1.Anfinsen,C.B.(1973)Sclence81,223-230.

2.Levinthal,C.(1968)J.Cゐem.PLys.65,44-45.

3.Bryngelson,J.D.andWolynes,P.G.(1987)PTOC.Nail.Acad.Scl'.乙混4

84,7524･7528.

4.Shakhnovich,E.Ⅰ.andGutin,A.(1989)Bl'opAys.Cnem.34,187-199.

5.Shakhnovich,E.I.andGutin,A.(1993)PTOtel'nEngl'Dr.6,793-800.

6.Onuchic,∫.N.,Wolynes,P.G.,Luthey-Shulten,Z.andSocci,N.D.

(1995)plot.Nail.Acad.Scl'.tLSA92,3626-3630.

7.Wolynes,P.G.,Onuchic,J.N.andThirumalai,D.(1995)ScJ'ence267,

1619･1620.

8.高田彰二 (2000)生物物理 40,20-24.

9.Shakhnovich,E.I.andGutin,A.(1990)J.(乃em.1%ys.93,5967-5971.

10.Shakhnovich,E.Ⅰ.andGutin,A.(1993)PTOC.Nail.Acad.Scl'.は 490,
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7195-7199.

ll.Shakhnovich,E.I.(1994)jnys.Rev.Left.72,3907-3910.

12.Sali,A.andShakhnovich,E.andKarplus,M.(1994)Nature369,

248-251.

13.Taketomi,H.,Ueda,Y.andGo,N.(1975)Lnt.J.Peptl'dePz10tel'nRes.7

445-459.

14.Pande,Ⅴ.S.Grosberg,A.Y.andTanaka,T.(1994)J Cnem.Phys.101,

8246･8257.

15.Pande,V.S.Grosberg,A.Y.andTanaka,T.(1994)PTOC.Nail.Acad.ScI.

USA91,12976-12979.

16.Pande,V.S.Grosberg,A.Y.andTanaka,T.(1995)Macromolecules28,

2218･2227.

17.Tanford,C.(1968)Adv.PTOtel'nCnem.23,121･282.

18.Tanford,C(1969)Adv.Pzvtel'nChem.24,1-95.

§ⅠⅠⅠ.生理機能の熱力学原理*2

1. 蛋白質変性から生理作用-

化学熱力学的に見ると酸や変性剤 による蛋白質変性 (構造変化)は､結局､

イオンや変性剤が何 らかの形で蛋白質と相互作用 し､天然状態と変性状態の存

在比 (濃度比)を変える現象である｡ 変性の場合､変性剤が 60%とか 6M とか

の高濃度であるため､水と同じような-様な環境､という印象を持つが､実際

は変性剤分子が､蛋白質表面と弱い結合を作っていると考えられる｡ 一方薬理

作用のような生理現象では､薬 (アゴニス ト､アンタゴニス ト)の濃度は lM の

百万分の 1(1/JM)以下であることが多い｡この場合には､明確な部位特異的

結合が行われている｡ そして薬の生理作用はほとんど､特異的リガンド結合に

伴 う蛋白質の構造変化としてその作用が説明できる｡ するとこの 2つの現象は､

リガンドの結合に伴う蛋白質構造変化､という共通の分子像で記述できること

になる｡ これを模式的に措いたのが図4である｡

*2 §ⅠⅠⅠの1-3は永山国昭､ ｢生命 と物質一生物物理学入門｣､ (東大出版 1999)

第 6章 1節 "機能の移相エネルギー表現"より抜粋｡
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･･-.I:-.･･･:'･i .･ ' .-t1 --,'.I ･･'.:.:.-･･. .●.･
図4 リガンド結合に伴う蛋白質構造変化 (変性､薬理作用)

変性 ⇒ 生理作用

[天然状態] [ [活性状態]

[変性状態]' [不活性状態]

[L】｡ K｡

変性 -1M IOoMl

## -10SM IOsM-I lL]c logelL]

図5 機能で見たときのリガンド濃度による状態変化 (㍗) (変性､生理作用)

従来は､蛋白質の変性 と薬理作用が､同一の土俵で論 じられることはなかった｡

変性は物理化学の対象､薬理作用は生理学の対象という分野の壁があった｡ し

かし､両者は量的な差で質的には同じ現象だ｡単に加える薬剤の濃度に百万倍

近い差があること､そして構造変化の大 きさに差があるだけである｡ ここで何

が重要かというと､環境変化に応 じて､明確ないくつかの安定構造のみを許す､

という蛋白質の特性 (構造安定性)である｡ 変性現象では､これを 2状態転移

で表現 した｡だから､生理現象が活性状態､不活性状態のような明確な状態で

記述されるなら､変性現象に適用された熱力学的扱いが､生理作用に適用され

てもおかしくない｡そのことを図 5を使って､さらに直感的に示そう｡

変性でも生理作用でも､現象自体は結局 2つの蛋白質状態の存在比 (質量作

用比r)で表現される｡ 変性では天然状態と変性状態､生理作用の場合は活性

状態､不活性状態｡状態の意味する中味は様々であろう｡ チャネルなら閑と閉

の状態に､ヘモグロビン (これは4節で詳述)ならR(relaxed)状態とT
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(tensile)状態などである｡ 大事なことは､こうした明確な状態 (構造)を生

むのが蛋白質固有の特性だということである｡ 変性現象では変性中点 (r-1)､

薬理作用は薬効が現れる点 (r-1)が現象のはっきり見える所である｡ 両者共

にr-1だが､対応するリガンドの濃度は､たとえば図5に示すように､8ケタ

も異なる｡ しかし両者とも､濃度の対数プロットをすれば､同じようなのかた

ちの転移を示すにちがいない (協同性指数 n=1の場合)｡ 結局リガンドの濃度

差は､リガンドの会合定数 (平衡定数)Ka(=1/Kd)の差を反映 している｡

ところで薬理作用についてはアゴニス ト､アンタゴニス トに対する会合定数

が昔から使われている｡ 会合定数は会合の (標準)自由エネルギー (平衡エネ

ルギー)で表現される｡ しかし本節ではこうした常識的な扱いではなく､蛋白

質自体の状態変化にスポットライ トをあて､移相エネルギー (ここでいう移相

エネルギーは､蛋白質の状態を固定 してリガンド濃度のみ変えたときの自由エ

ネルギー変化である｡ それはまたそれぞれの状態でのリガンドとの相互作用を

反映 している｡)表現を用いる｡ 生理現象をリガンドの濃度範囲を限定せずに､

たとえば50M (モル/リットル)から10･10M まで､幅広い範囲で扱えるからである｡

では会合エネルギーと移相エネルギーとの関係はどうなっているか｡通常の化

学平衡の概念がどのように拡張されるのか｡

2.化学平衡から透析平衡へ

ここでリガンド結合に関し､平衡エネルギーと移相エネルギーの相互関係を

調べよう｡ 両者を結ぶ 2つの平衡概念を図6に示 した｡ Ka､△GOは化学平衡の

会合定数と標準自由エネルギー変化｡そしてKtrと△Gtrは透析平衡 (リガンドL
を通さない半透膜下での)での､平衡定数と移相エネルギーである｡ 透析平衡

を用いた移相エネルギーの説明を前節で行ったが､そこでは変性剤を明確にリ

ガンドと意識せず､ただ相 Ⅰと相 ⅠⅠの環境を区別する媒質とみなした｡ここで

はリガンドとして扱い､極めて小さい会合定数を表面に出して扱 う｡ こうした

扱いでは化学平衡との対応をつけるため､非結合状態 [p]と結合状態 [pL]

a) "化学平衡"

① ① ① 00 ①

① ① exD ① ①

[p]+[L】⇔[pL]

b) "透析平衡"

① ① ① ①① ①

① 班)exD

①Ⅰ ① ① Ⅱ

†
半透膜 (Lは通さない)

AK; =exGP.pL-_S )_=GlPB ･ Ktr-e欄 -響

図6 化学平衡と透析平衡およびそれぞれの平衡定数とそれぞれの平衡自由
エネルギー
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の蛋白質を区別する｡

図6からただちに次の式がでる｡ またこの式をもとに△GOとAGtrに関係付け

られる｡

Ktr=1+Ka[L】, △Gtr=-RTlog｡(1+Ka[L]) (ⅠⅠⅠ-1)

次にこの量が生理作用で､どう用いられるか見て見よう｡

3. 生理作用と移相エネルギー

図 7に示すように､リガンド結合に伴う生理作用は､リガンドの濃度に依存

した蛋白質 (受容体､チャネルなど)の活性状態 (濃度 [pa])､非活性状態

(濃度 [pi])の割合の変化を意味する｡求めたいのは､リガンド濃度[L]と活

性度Q-[pa]/lpi]の関係である｡ Qは質量作用比rと同じものだが､生理作用

を強調するため､新 しい記号を用いることとした｡ここで､リガンドのあるな

しで活性度 Qがどう変わるのかを調べよう｡

翳 -Q･,

lPaL]+lPa]

lPIL]+lP.]
- Q II (III-2)

まず活性度 Qの変化､すなわちリガンドのある場合のQIIと､ない場合 QIの

比を移相エネルギーで表現 しよう｡Ktar､K壬,を活性状態 (a)と不活性状態 (i)

それぞれのリガンドLの透析平衡定数とする｡ するとQIIとQIの関係は次式と
なる｡

lPaL]H+[Pa]n_[P… ]ⅠⅠ.即 ]Ⅰ.上払
QH-lpIL]H+lPi]H lPa]I lPiL]H+lPl]IIlPl]Ⅰ

一慧 Ql-eXpL
AGtar-AGを,

RT
(ⅠⅠⅠ-3)

すなわち､リガンド濃度が0からある濃度に変ったとき､Qの変化は､2つの状

態 (活性､不活性)の移相エネルギーの差で表現される｡

RTloge% -△G;r-AGとr--&Gal
(ⅠⅠⅠ-4)

(ⅠⅠⅠ-4)式は§ⅠⅠに示 した変性の自由エネルギーの移相に伴 う変化の表式

(II-1)と､完全に対応するものである｡ すなわち6AGtrがわかりさえすれば､

そのリガンド濃度に対 し､生理作用がどう変ったかが､活性度の変化 (QII/
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QI)として予言できる｡ 逆にQIl/QIがわかれば､6AGむがわか り､分子機構が

膜

図7 チャネルや受容体のリガン ド結合 に伴 う生理作用

推測される｡ 次に(Ⅰ什4)式の定式化を用いて実際の生理作用の解析を行おう｡

4.ヘモグロビンのアロステリック調節*3

アロステリック調節は､種々の蛋白質に見 られる共通の機能調節機構である

が､蛋白質機械特有の不思議さを持っている｡ すなわち活性部分からはるか離

れた遠位 (アロステリックサイ ト)の蛋白質表面への調節分子 (リガンド)の

結合が機能に効 くというものである｡ 確かにリガンドと活性部位 もしくは基質

とのあいだに直接の相互作用がな

くても機能調節 (活性上昇､低下な

ど)が働 くことは一見神秘的である｡

しか しこれは構造変化 を考慮 した

蛋白質状態へのリガン ド結合エネ

ルギー考えれば説明可能である｡

アロステリック調節が最初 に見つ

かったヘモグロビンについて具体

的に説明しよう｡

ヘモグロビンは酸素運搬が機能

だが､酸素の受渡 し先の ミオグロ

ビンと比べ酸素吸着力に図 8のよ

うな差異を持つ｡ 生理学的にこれ

は極めて合理的である｡ 酸素分圧

の高 い (100Torr､1Torr=10-3

Hg)肺でヘモグロンに吸着された

酸素は､たとえば末端組織の筋肉

へ血液で運ばれ､そこで ミオグロ

静
撫

昏

昧
溢

W
八

.q

C
.C
k

=
N

.q
P

C
附
く

0

8

6

4

2

1

0

0

0

0

筋肉 肺

20 40 60

酸素分圧/Torr

80 100

図8 ヘモグロビン､ミオグロビンの

酸素吸着曲線
水中の酸素量(水に溶けている酸素濃度を平

衡にある気体酸素の分圧で評価)の変化に伴
い､酸素吸着の割合が変化する｡ ミオグロビ
ンに比べヘモグロビンの吸着は S字型曲線が
特徴である｡

*3 §ⅠⅠⅠの 4は永山国昭､ ｢水 と生命一熱力学より生理学-｣､共立出版 (2000)の

序章より抜粋｡
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ビンに酸素を渡す｡その際低 くなった酸素分圧 (-20Torr)に対 し､ミオグロ

ビンとヘモグロビンで吸着量に差が生 じ､その差の分だけヘモグロビンからミ

オグロビンに酸素が渡される (図中AからB-の矢印)のである｡ こうした合

理的な働 きは図に見る通 り､2つのグロビンの酸素吸着能力の差に負 う所が大

きい｡すなわちミオグロビンの飽和型吸着曲線とヘモグロビンの S字型 (シグ

モイド)曲線の差である｡ この吸着曲線の顕著な差はヘモグロビン (4量体)の

4個の酸素吸着部位 とミオグロビン (1量体)の 1個の酸素吸着部位の個数の差

から生まれる｡ ただし吸着部位が独立な場合､ヘモグロビンといえどもミオグ

ロビンと同じ飽和型曲線となる｡ 従って Peruzをはじめ構造生物学者の多 くが

酸素吸着部位間の直接の相互作用､云わゆるへムーヘム相互作用を探そうと過去

50年近い努力を重ねてきた｡1)しかし直接相互作用は見出されていない｡遠位

にある酸素間に直接の相互作用がなくても酸素吸着はS字型曲線となる｡

この現象の説明として蛋白質の構造変化を前面に出すアロステリックモデル

が2つ提案されている｡ 1つはMWC (Monod-Wyman-Changeux)モデル､2)

もう 1つは KNF (Koshland-Nemethy-Filmer)モデルである｡ 3)両者は全 く

対立するモデルではなく､ある意味で複雑な調節機構の異なる断面を典型的に

表 している｡ 次に MWCモデルの上に立ち､現象定量表現を試み､更に一般に

溶媒との相互作用を考えてみよう｡

T状態とR状態の構造的な差異は4次構造 (サブユニット間結合状態)にお

ける差である｡ R状態の方がサブユニット間が離れておりユニットの間に水が

入 り込みやすい｡Ⅹ線の結晶解析から溶媒への露出度の差は水分子約 60個分の

表面積の差 (700Å2)だと言われている｡ 4)変性現象で言えば T状態は天然の

コンパクト構造 (N)､R状態は変性 したルースな構造 (D)と対応する｡ 酸素

がないときは当然コンパクトな結合エネルギーの高い T状態が安定である｡ し

かし酸素があるとその吸着エネルギーは R状態の方が高 く､R状態を有利にす

る｡ 酸素は従って T状態 (-N)からR状態 (-D)を導 く変性剤のようなも

のである (図5参照)｡ §ⅠⅠの (ⅠⅠ-1)式で示 したように変性剤の効果はAgi移相

という溶媒和 (移相)エネルギーでパラメータ化されるが､この量はまた変性

剤の吸着エネルギーと直接関係を持っていた (図6､式 (ⅠⅠⅠ-1)参照)｡ 溶媒和

というのは 02と水とを連続的に塗 りつぶしたとらえ方､吸着というのは 02を

水 と区別 してとらえた分子的見方であるがその両者は合理的に変換可能であ

る｡

そこでこうした酸素吸着の平衡を第 3の物質がどう変えるかを見て見よう｡

特に変性剤や安定化剤を入れると吸着曲線がどう変わるか｡TとRでは露出表

面積に差があるので､当然溶媒和エネルギーが変わればその平衡 (存在比)が

ずれる｡ 事実実験的に図9aのような結果が得 られている｡ 安定化剤を入れると
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安定化剤

0.5 1.0 1.5 2.5
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(変性軌 H+.DEG) (中性) (ポリオール.糠.堤)

図9 ヘモグロビンのアロステリック調節
a:第 3物質による吸着曲線の制御｡変性剤や H+イオンがあると平衡

は R状態側にずれ､吸着曲線は左-シフト､安定化剤があると平衡

はT状態にずれ曲線は右へシフトする｡

b:アロステリック調節のエネルギーダイヤグラム表現｡R状態､T状態
-の酸素吸着に伴うエネルギーレベル変化を中性､変性剤存在 し
た､安定化剤存在下で比較した｡

吸着曲線が右方へ､変性剤を入れると左方-ずれる｡ 5)これは§ⅠⅠⅠで述べた考

え方を用いれば､変性剤存在下では露出面積の大 きな R状態が作られやす く､

安定化剤存在下では露出面積の小さな T状態が作られやすいと読み替えられる｡

こうして第 3の物質が酸素吸着部位から充分遠い所にあり､全 く直接的相互作

用がなくても､R とTの存在比を変える能力さえあれば､あたかも直接吸着平

衡を変えるようにみえるのである｡ これがアロステリック (遠位)調節の本質

である｡ ポイン トは蛋白質の少数の安定構造の存在 とその間の熱力学的選択

(調節)ということになる｡ R状態はサブユニット間のすき間が大 きいので､

サブユニット間にリガンド (H+や DEG)の強い結合部位があるとこうしたリガ

ンド存在下では変性剤と同じようにR状態を有利に導 く (図 9参照)｡

自由エネルギーレベルで表現すると上に書かれた文章は全て図9bのように定

量表現される｡ 図 9bの真申は中性条件のときの酸素吸着状態､ROo-RO4､

†oo-T04の自由エネルギーが書いてある｡ 酵素吸着なしでは TOoが安定だが､
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酵素が 4個つくとR04が安定となるのが見てとれる｡ 安定化剤 ､変性剤の存在

はこの両者の相対関係を変える｡ 変性剤の場合 TO｡-TO4全体が相対的に上方

へ移動するため R状態全体が安定化される｡ エネルギー移動量は変性剤の溶媒

和エネルギ一差 (AGリガンド-G号 ガンド GJ ガンド `0)が決める｡ 一方安定化剤

があると △Gリガンドは正となり TOo-T04が相対的に上方へずれる｡ こうして

T状態全体が安定化される｡ このエネルギーダイヤグラムが､ヘモグロビンの

アロステリック調節の全てを表現 している｡
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§ⅠⅤ 酵素作用とATP共役*3

分子機械の更に進んだ例としてATP共役の酵素作用 (筋肉分子 ミオシンもそ

の 1つ)を見てみよう｡ まず単純な酵素から話を始める｡

1.酵素反応の自由エネルギー表現

触媒である酵素の働 きは､他の物質 (基質)の反応の介添で､反応の平衡を

変えずに､ただ反応速度を速める役割をする｡ 以下､反応の記述を反応速度論

で行う｡ 速度論の利点は反応が一方的に進む非平衡状態や定常状態を記述でき

ることである｡ 反応式は従って次のようになる｡

E+S
k;1..I

(ⅠⅤ-1)

酵素 Eは反応によって消費も生成もされず､濃度は一定である｡ 反応式から直

*3 §ⅠⅤ は永山国昭､ ｢生命と物質一生物物理学入門｣､ (東大出版､1999)の第 6

章3節 "酵素作用の移相エネルギー表現"より抜粋｡
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ちに次の速度式が導かれる｡

d[P]
V-- -一些 ユニk.aPlE]【S]

dt dt
(ⅠⅤ･2)

(Ⅳ)式は一見､反応速度が基質濃度[S]に比例 しているように見えるが､kSpiま

見かけの速度で､Sの濃度に依存するのでそうはならない｡

Sが Eより過剰のとき､反応速度はある定常の値に達するが､その反応速度

をその濃度【S】の速度､Vと考える｡ すると【S】とVの関係は､Ⅴ=0から立ち上が

る､飽和型曲線 となる｡ 飽和時の速度をvmax=Vとすると､定常速度ⅤはSに対

し以下のように書ける｡

V-Ⅴ蓋 , a,Ⅴ は定数 (ⅠⅤ-3,

(ⅠⅤ･2)式を見るとⅤはまた､酵素濃度[E]にも比例するので結局次式

となる｡

(ⅠⅤ-4)

この実験結果を満たす反応機構が､いわゆるMichaelis-Menten反応で

(ⅠⅤ･5)式のように表現され､酵素反応の基本となった｡ 1)

E･S さ ESム E･P, Ka-荒 (IV-5)

ES複合体形成が､E十Pの生成反応より充分速い (迅速平衡の仮定)として上式

を解 くと (生化学の教科書では通常､解離定数≡Michaelis･Menten定数､

Km=Kal=lBiLg
[ES]を用いていることに注意)

･E]- j 5 ,, lES,-

KalE]olS]

1十Ka[S]

V-ko[ES,-koKalE][S･-豊 [S･

(ⅠⅤ-6)

となる｡【E10はEとESの両者の濃度の和 (全濃度)｡【S]はフリーな状態の基

質濃度｡ (IV-4)と (IV-6)を比較するとα-K;1, p-koとおけば両者は確

かに同じ型式となる｡ 一般に【S】≫【E]なので[S]は仕込みの基質濃度と同じとし
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てよい｡

2.ATP共役酵素反応 とアロステリズム

両方が同じ水溶液に混合 している2つの酵素作用を考えよう｡

EA.A さ EAA一一 一 EA.B

Ex.X き ExX- Ex.Y

この2つの反応は､もし (EA､A) (Ex､Ⅹ)の間に少 しでも相互作用が生ま

れれば､移相エネルギー的に考え､たとえば (EA､A)にとりEx､Ⅹはリガン

ドと考えられるので§ⅠⅠⅠで述べたように酵素反応はそれぞれ影響を受ける｡ も

しEAとExの間に相互作用がなく､EAとⅩ､ExとAの間にのみ相互作用があ

るなら､それは§ⅠⅠⅠの議論のワク組で扱える｡ しかしEAとExの間に相互作用

があるなら､新 しい事態が生まれる｡ 次の4つの平衡定数の大小で､酵素作用

変化の様々なケースが生まれるだろう｡

Iit:.:-

KCif-ノヽ

【EAEx] ,′｡｡ [EAAEx]
IL :I-

【EA][Ex]′ 犬 [EAA][Ex]

lEAExX] T,｡ACx 【EAAExX]

lEA]lE x X ] ' 六 [EAA][ExX]
(ⅠⅤ-9)

たとえば､K宝>砥 ､噸 >噸 なら､ExはEA反応には阻害的､EAはEx/ヽ /ヽ

反応には活性的に働 く｡問題は噴 Acxという平衡定数の存在である｡ この定数が､
他のものより相対的に小さいときには､特別なことは起らない｡ しかし相対的

に大 きいとき､すなわちEAAExXという複合体の形成が特に有利なとき､A-

BとⅩ-Yの生成反応は､複合酵素EAExを通 じて共役する｡ 共役するとは､お

互いの存在が両者の生成に有利に働 くことをさす｡4つの平衡定数の大小によ

り､共役反応は表 1のように分類されよう｡

ある特別な化合物が､正の共役反応の相手としていつも選ばれれば､その物質

は生体の中で特別な位置を占めるに違いない｡そして､実際こうして選ばれた

化合物が､3リン酸化核酸 (NTP)である｡ NTP(ATPまたはGTP)-NDP
(ADPまたはGDP)十Pi反応が､ENTPExという複合酵素においてNTP共役反

応となる｡ この議論のように､NTP共役酵素は､本来解離可能な複合体でもよ

い｡ しかし､共役が有利な現象であるとわかると､恒常的複合体､すなわち､

1個の酵素となって働 く蛋白質が進化的に作 られ､それが一般的になる｡ 以下

ATP共役酵素を例に話を進めよう｡
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表 1 酵素間相互作用と共役酵素反応の形式

平衡定数の条件 共役形式

KCicx>KcAノヽ 正の共役反応 (お互いが活性剤)

KcAcx< KCA 負の共役反応 (お互いが阻害剤)

暇 ,KCi>KCi～KCA芸 共役なしの相互活性化

KCi>KCA, KCi-KCA憲/ヽ /ヽ 共役なしの相互不活性化

KCi>KCi ,KCi >暇 EAは阻害剤､EXは活性剤

KCi>KCi,KCA>暇 EAは活性剤､Exは阻害剤

ATP共役反応の特徴は､ATPの加水分解エネルギーを生体系の非平衡性の維

持に使えることである｡ 具体的には､S-P生成反応(上記のA-BをS-Pに､

Ⅹ-YをATP分解に対応させよう)において､SとPの濃度を平衡濃度からず

らすように､ATP分解が使われる｡ この節の最初に､酵素はSとPの平衡をか

えない､と言ったが､ATP共役酵素のような､能動的な酵素では､反応速度だ

けでなく､平衡を変える｡ すなわち反応は平衡状態 (非平衡状態も)をずらす

働 きを持つ｡

これ以降の議論は局所平衡論､すなわち分子レベルの微視的議論と巨視的非

平衡論､すなわち仝系の濃度を考慮 した熱力学議論を併用 して行おう｡ こうす

ることで､非平衡過程が､これまでの熱力学の延長で解析でき､さらに標準自

由エネルギーと (部分モル)自由エネルギーの使いわけが明確になる｡

共役反応は一般に図 10aのように図示される｡ これを通常の標準自由エネル

ギーで表現 したのが図 10bである｡ しかしこれでは定量的議論ができない｡

ATPの分解のエネルギーが､熟力学的に見てどのようにPとSの非平衡化に使

われるか､定量的に議論 しよう｡

図 10bのエネルギーダイヤグラムは標準 (生成)自由エネルギーを用いて､

反応素過程を局所的または微視的に眺めている｡ それは､もし反応がADPとP

の生成に進め古3lAGR｡｣が失われ､IAGOJA唱 得されること｡IAGOA｡p-AGOJb準

になることを意味し､反応が逆に進めii,JAGOJが失われl△GOADJが獲得されるこ

と｡IAGOA｡p-AGOJb洞 りの熟浴から流れ込むことを意味する｡ 平衡状態ではP

の生成､消滅は同等に起 り､巨視的には何の変化も生まない｡

図 10Cは反応の一方的進み､非平衡過程の濃度を考慮 した部分モル自由エネ

ルギ-表現である｡

AG-p-AGo-p･RTloge笥 野 , AGo-p-GH -G誌p 'IV110'
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AGp-AGOp･RTlogeP], AGOp-GB -G …

C･ 初期状態

GATP

(ⅠⅤ-11)

K共,p

b.E+ATP+S: E+ADP+Pi+P

Aロp G三 ■ S+

終状態

PSGG工
hr

P

T

D

A

A

G

G

P
G

S
G :::pp=-･=

図 10 ATP共役酵素反応モデル

1)共役酵素反応の原始的モデル｡

2)局所平衡論的に見た反応式 と自由エネルギーダイヤグラム｡ GまT,等は標準 (坐

成自由エネルギー｡

3)非平衡論的に見た反応過程の (部分モル)自由エネルギー (いわゆる自由エネル

ギー)ダイヤグラム｡

AGOADPは約･30kJ/molである｡ATPとADP濃度が平衡にあるとき (lADP]
≫lATP])､△GADP=0である｡ lATP]≫払DP]になると､AGATPは大きな負の

値を持ち (表 2参照)､ATP共役の駆動力となる (図 10C初期状態)｡ 生体中

で､△GATPは､約-50kJ/molという大きな値に保持されている｡ 一般に､A

Gp-0(平衡状態)､AGADP>0(非平衡状態)がATP共役の出発点であり (初

期状態)､最終的に△Gp>0(非平衡状態)が実現する (終状態)｡

生理機能の移相エネルギー表現では､【P]/[S]という質量作用比Qpが問題と

なる｡ すなわちATP共役により､【p】/【S】がどう変化するかが問われる｡ §ⅠⅠⅠ
で用いた移相エネルギー表現を用いれば､ATPの存在で【P】/[S]がどう変化 し

たかは､非平衡を記述する (ⅠⅤ-ll)式に図 10C終状態の△Gpを代入すればよい｡

ATP共役のすぐれた点は化合物 (S､P)と化合物 (ATP､ADP)の間に直接の

相互作用がなくても､このように質量作用比【P]/[S]が変 り得ることである (ア

ロステリズムの本質)｡ 共役酵素Eが間接的に両者を結合 し､結果的にSとP
を非平衡へ持っていく｡ 言いかえればS-P生成を駆動する｡
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表2 ATPがADPとPiに加水分解されるときの自由エネルギーの変化

観察 される質量作用 比

(r)

fEJ
い

平

r

ヒト
(
ヨ
ノ

AG lATP]/lADP]
(kJmorl) (lpi]-10mMのとき)

1010

107

105

103

10

1

1
C.P
LEP

･
0
0

0

1

1

5

2
0
0
r:
‖り
1
㌦

10
4

鮮

鮮

10
月

10

12

cT,

rT

Lip

I?

CP
I7

10
10

10

10
10

10

10
10
10
3

K -響 - 10 5M

§ⅠⅤの文献

ヽ

ヽ
)

雄

謙

97

隆

19

村

本

(

中

開

究

^

,A
1

2

｢酵素キネテイクス｣､学会出版センター (1993)

｢分子 レベルのエネルギー変換 とstochasticenergetics｣物性研

§Ⅴ 筋肉収縮の物理

ここでは過去の筋肉収縮モデルを比較検討 し､物理的な検討を加える｡ 比較

対象はHuxley&Simmonsモデル (tight-coumplingleveram model)1)､

Cooperモデル (loose･coupling化学熱力学理論)2)､上野モデル(loose-coupling

運動反応理論)3)そして三井モデル (結合ポテンシャル力学理論)4)である｡ 三
井モデルについてはその詳細を三井氏本人から述べてもらう｡

§Ⅴの文献

1)Huxley,H.E.andSimmons,R.M.,"Proposedmechanism offわrce

generationinstriatedmuscle",Nature233,533･538(1971).

2)Cooper,A.,"Ananalysisofthepossiblesourceofcontractilefわrcesin

striatedmuscle",∫.Theor.Biol.42545-562(1973).

3)Y.Ueno,inpreparation.

4)Mitsui,T.,"Inducedpotentialmodelofmusclularcontractionmechanism

andmyosinmolecularstructure",Adv.Biophys.36,107-158(1999).

- 67 3 -



講義ノー ト

§vI 筋肉収縮の理論 (三井利夫)

1. まえおき

生物機能の理論の最高の成功例は神経興奮のHodgkin-Huxleyの現象論であろう｡かっ

てこの理論を基礎方程式から数値計算で丁寧に検討したことがあるが【1], 神経興奮に関

するほとんど全ての実験データを統一的に説明する見事さに感嘆した｡しかし筋収縮の

HuxleyのpowerstrokeモデルからはHodgkin-Huxleyの理論のような満足感は得られないO

最近のHolmesのSwingingneck-leverモデルからも同様である｡ そこで､これらモデルのも

たらした先入観に囚われず､物理学的な常識に沿ってすなおに考えてみたところ､筋収縮

のほとんどすべての実験結果を統一的に説明

できるモデルが作れた【2】｡以下にその要点を

述べる｡理論の定式化や計算の詳細は[21を参

照していただきたい｡また著者名と出版年で

引用する論文は【2】の参照文献リス トに載って

いる｡

図 1に骨格筋(a)の構造を示す｡(b)は細長

い筋肉細胞の一部である｡(C)は筋原線維で筋

細胞内にある張力発生機関である｡(d)はその

1部の拡大でZ膜ではさまれた部分をサルコ

メアと呼ぶ｡その構成要素は太いフィラメン

ト(e)と細いフィラメント(i)である.張力発生

に直接関与するのは太いフィラメントではミ

オシン分子で､図(e)の下方に示すように2

つの頭部を持つ長い分子である｡細いフィラ

メントで張力発生に直接関与するのははアク

チン分子で図(f)では白い丸で示した｡筋収縮

は太いフィラメントと細いフィラメントがお

互いに滑 り込んでサルコメアが短くなること

による.この滑り合し吊まミオシンと頭部アク

チン分子との相互作用による｡この相互作用

がどのようなものかが以下の問題である｡

文献【2】のⅠ節でのべたように､ Huxley
の理論にはいろいろの問題点がある｡ここ

ではその3点を挙げる｡

(1)筋収縮にはミオシンとアクチンといっ

た大きな蛋白分子が関与する｡したがって

両蛋白分子の協力で力が発生すると予想す

るのが自然であろう｡しかしHuxleyのモデ
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ルではアクチンはミオシン分子のpowerstrokeの足掛りとなるだけで､蛋白分子に期待さ
れるような能動的な働きをしていない｡

(2) Huxleyはアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの重なり合いの張力発生へ

の効果を調べ､ サルコメアの長さが2.3から3.6〝mの範囲で､フィラメント間の重なり

合いがo近づくにつれ､張力が直線的に0に近づくことを観測した｡そして張力はその発

生に関与するミオシン頭部の数に比例するからミオシン頭部の間には協力的相互作用はな

く､頭部は互いに独立に力を発生していると結論した｡しかし例えば､同じ太さの鉄の棒

を磁場に平行に置いて長さ10cmの棒が 1cmの棒の 10倍の磁気能率を示すことを観測し､

誘起磁化能率はspinの数に比例するから鉄の中にはspin-spinの相互作用がない､と推論す
るのは早計である｡フィラメント滑りが起きている状態では､同じミオシンフィラメント

から出ているミオシン頭部はフィラメントを通してお互いに押したり引っぱったりしてい

るから､この意味で相互作用がある筈である｡Huxleyの結論に従えば､単一ミオシン頭部

の挙動は収縮中の筋肉での頭部の挙動に直接につながることになり､この前提で議論が行

われることが多いようである｡これは1個のスピンの磁場配向から鉄の磁化率を議論する

ようなものである｡もっとも等尺収縮の場合､頭部はお互いに押したり引っ張ったりはし

ないので､この場合に限ってHuxleyの結論は正しいであろう｡

(3)Huxleyの理論では､ATP加水分解とpowerstrokeのサイクルは 1対 1対応となって

おり､powerstrokeの大きさは5-10nmとなっている｡このようなモデルには内部的に矛
盾がある｡この間題は新しいモデル考察の出発点ともなるので､次の節で丁寧に論じる｡

2.Huxley理論の基本的矛盾

筋収縮にはATPの加水分解エネルギーが使用される｡1分子のATPの加水分解のエ

ネルギーをE ATPと記す､0℃で約21kTである. HuxleyはATP分子の加水分解エネルギ
ーで励起されたミオシン頭部はアクチンと結合した状態でだけ力を発生すると仮定した｡

此の点はHuxleyに従うことにするO頭部がを E ATPを消費することで発生する平均の力を

pとする.力を発生している間にミオシンフィラメントがアクチンフィラメントに対して

移動した距離をDとする.pDがミオシン頭部が E ATPを用いて行った仕事となる｡一方､

筋肉が収縮中にする単位時間､単位体積当たりの仕事は､Pを張力､Vを筋肉の収縮速度

としてPVで与えられる｡熱発生率をHとすると､単位体積の筋肉が単位時間に消費する

エネルギーはPV+Hとなる｡E ATPのうちpv/(PV+H)が力発生に使われたことになる.

熱力学の第一法則によってこれはpDに等しい.すなわち

pD- E ATPPV/(PV+H) (1)

図 1(d)に筋肉の構成単位サルコメアを示したが､筋肉が発生する張力はその単位断面積に
現われるサルコメアの右半分 (もしくは左半分)でミオシン頭部が発生する力の和となる｡

従って張力pはrNhPで与えられるOただし再まミオシン頭部のうち結合状態にある頭部

の割合､Nhsは単位断面積を持ち厚さがサルコメアの半分 (halfsarcomere)の長さを持つ筋肉
中のミオシン頭部の数である｡よって再ま次のように表わせる｡

r=P/(NhP) (2)

(1)と (2)式から｡rはD､Dはrで次のように表わせる｡
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r-D(PV+H)/(E ATPNh,V) (3a)

D-rE ATPNhsV/(PV+H) (3b)

(3a)式の右辺でD以外の量は実験で求まっているので､カエルの筋肉の0℃､p-0で

の値を入れると､

β/〟-900mm (4)
となる｡Huxleyのモデルでは一般にβを5-10nmとしている｡(4)式のβにこの値 を

入れると､0℃､p-0で r-0.0056-0.011となる｡ Huxleyのモデルではrが筋肉の硬さ

(stiffness)に比例して変化 し､p-0の場合の再ま等尺収縮でのrの約 0.35倍位となる.

従って､等尺収縮でのrは0.0056/0.35-0.011/0.35-0.016-0.032となる.一方 lshijima等

(1994)は等尺収縮でのpを約 5.7pNと求めている｡これを (2)式に入れると

r-0.41 (5)

を得る｡Huxleyのモデルからのr(0.016-0.032)はこの 1/10以下である｡0.41は実験から

直接に求まる値なので､このことはHuxleyモデルには基本的なところに矛盾があり､全く

違った観点から筋肉の理論を作り直さなくてはならないことを示している｡

なお､Yanagidaetal.(1985)とHaradaetal.(1990)はp-0でのフィラメント走行速度 V

とATPの分解速度の測定をしており､これからもD/rの大きさの程度が算定できるが､(4)

式の値同様に大きな値が得られる｡

3. 内部矛盾のないモデルの構築

3. 1 r一定の仮定

(4)式によりrとDは一方が決ると他方が決まるoHuxleyのようにDを一定と仮定し､

rが収縮速度に依存すると考えると上記の矛盾が起る｡このような場合の常道は､逆にr

が一定でβが収縮速度に依存するというモデルを検討することであろう｡我々は (5)式

つまりr-0.41が収縮速度に依らず常に成立すると仮定したo X線の赤道反射からアクチ

ンフィラメントの近傍にあるミオシン頭部の数を決めることができるが､この数は収縮速

度に依らず一定で [Podolskyeta1.,1976; H.E.Huxley,1979]､r一定の仮定を支持している
上述のように (4)式に ∂ -5-10nmを入れるとr-0.0056-0.011となる｡一方 (4)

式にr-0.41を入れると ∂-369nm となる｡どちらも思いがけない結果であるが､熱力学

第一法則からの結論で避けようがない｡以下で示すのは r-0.41からは内部矛盾のない理

論が作れるということである｡

3. 2 生化学者の考え方を尊重する

筋収縮のように､化学エネルギーが力学エネルギーに変換される場合に､生化学者は

次のことを前提にするようである｡ ｢蛋白分子は一定の内部エネルギーに対しては一定の

構造を持つ｡内部エネルギーの放出には分子組成の化学的変化か外的刺激 (例えば外力)

が必要である｡ ｣ つまり蛋白分子は与えられた内部エネルギーに対して準安定状態にある

ようなことはない｡これは蛋白分子が与えられた条件下では決まった働きをするためには

必要なことであろう｡筋収縮のモデルを考えるにあたってはこの前提を尊重することにす

る｡

頭部がアクチンから離れるにはPiとADPが解離しATPが結合することが必要である｡

Huxleyのpowerstrokeモデル或いはHolmesのSwingingneck-1everモデルでは､1回のstroke
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もしくはSwingingの後に頭部がミオシンから離れるので 上の前提によって､ ATPlサイ

クルはpowerstrokeの1サイクルに対応せざるを得ず､頭部がATPlサイクル中に移動す
る距離は5-10mm程度となる｡ 欧米の単一ミオシン頭部での実験ではこの結論を支持す

る5nm程度の値が報告されている｡一方柳田研の実験では､D>60nmlYanagidaetal.,

1985], D>200nmlHaradaeta1.,1990】､或いはDが 15nm程度 [Ishijimaeta1.,1994;

Kitamuraeta1.,1999]といった値が報告されている｡ ATPlサイクル中にpowerstrokeを繰
り返すとしてこれらの結果を説明することはできないであろう｡しかし以下で論じるよう

に､1節に挙げた問題点 (1),(2),(3)を修正すれば､これらの実験結果はβが 5mm程度とい
う結果と両立しうることになる｡

3. 3 ミオシンとアクチンの相互作用

1節の問題点 (1)について考える｡

筋肉中でミオシン頭部に働く力には

アクチン分子との結合力とミオシンフィ

ラメントに結合していることによる弾性

力があるが､ここでは切り離された単一

ミオシン頭部を考えることとし､アクチ

ン分子との結合力だけを問題にする｡

図2はそのような頭部のアクチンフィラ

メントに沿っての位置エネルギー (ポテ

ンシャル)を示す｡頭部はATPの加水

分解で活性化されたものとし､正確には

ADPや piが結合したものであるが､簡

単のためM と記す｡図2Aは頭部M が

結合する前のポテンシャルの分布である｡

各アクチン分子はそれぞれ 1個のミオシ

ン頭部への結合部位を持つので､アクチ

ンフィラメントに頭部が結合する前に頭

部に働く結合力のポテンシャルの谷は､

アクチン分子の配列周期 (L-5.46nm)

で並ぶことになる｡

図2BはM がアクチン分子Alに結

合した瞬間を谷に落ち込んだ丸で示す｡

一般に2つの分子が結合すると､分子変

形の結果それぞれに働く力のポテンシャ

ルは大きく変る｡例えば真空 (誘電率

Eo)中にあった球形のイオン (電荷 e)

が誘電率 との誘電体の中に入ったとする

と､その周りの電場はe/(47CEor2)から

e/(47Ter2)に変る. E/E｡が5ならば､
これは 1/5倍の変化であり､大きな変化

である｡一般に誘電体の分極にはイオン

の動きに追随できる成分とできない成分
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があり､誘電体中を移動するイオンに働く力は複雑で

ある｡しかしそれらを総合してイオンが各瞬間に感じ

る力がある｡以下でポテンシャルというときはそうい

った力をポテンシャルの形で表現したものとする｡

図3(a)にはミオシン分子のⅩ線構造解析の結果

に基づいてRayment等が提案したミオシン頭部と1と
記したアクチン分子との結合の様子を示す｡ここでも

結合後にポテンシャルの変化が起るであろうが､アク

チンフィラメントの構造は極性なので誘導されたポテ

ンシャルは非対称になる｡フィラメントはピエゾ的な

ので､例えばミオシン頭部のアクチン分子 1への結合

が矢印で示したような電気双極子を生じ､アクチン分

子 1と2中に丸で囲んで示した正負の電荷を発生させ

るといったことはありうるであろう｡ミオシン頭部は

負に帯電しているので､結果として図3(b)に示すよ

うにな深さの違う小さい井戸 1と2を持った広いボテ

(b)

ンシャルの谷が生じることは可能である｡広いポテンシャル自体は分子変形が全体として

結合を安定化するように起ることによる｡ミオシンとアクチンの相互作用をこのような形

で考えるのは物性物理的には自然なことと思われる｡この際の分子変形にはミオシンから

アクチンへのエネルギーの流入が伴うと仮定する｡1と2の間のポテンシャル障壁が低い

とすると､この広いポテンシャルの谷の中で頭部は統計分布することとなる｡以下で図3

(b)のようなポテンシャルを基に筋収縮を考える｡

3. 4 アクチンフィラメントに結合したミオシン頭部は先ず 5.5nm程度移動する

図2に戻ると､結合の少し後には頭部に対するポテン

シャルはBからC】に変り､頭部はC了に図式的に示したよ

うに2つの小さい井戸の中に統計的に分布する｡2つの井

戸の深さの差は急速筋長変化についての計算から求めるこ

とができ､8.2kT程度となる｡よって頭部は実質的に井戸

2に局在することになる｡ そうするとBから Clへ変った

のと同じ理由でC1'から Dlへの変化が起る筈である｡しか

し井戸2は深いから､Dlで2から3へのポテンシャル障壁

U*は高く､単一ミオシン頭部の場合は頭部結合後の移動は

アクチン分子の距離5.5nm程度に止まるであろう｡これは

欧米での多くの単一ミオシン頭部の実験で移動距離として

報告されている値に近い｡

3. 5 ミオシン頭部の変形の解釈

Rayment等の提案した筋収縮時のミオシン分子の変

形を図4(a)に示す｡点線で描いた形から実線の形へと変

る｡図(b)はそのモデルで､変形はcatalytic血mainと
neckdomainの角度βが変ることに当る｡ミオシン頭部に

外力が加わっていないときの平衡の角度を C eqと記す｡
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Holmes[1995,1997】のモデルでは､ミオシン頭部はエネルギーを使って銅 ､ら♂e｡へと

neck-1everswingingをすることになるが､このモデルはHuxleyのpowerstrokeモデル同様に

2節で論じた矛盾をもたらす｡後で3.8節で説明するように､我々のモデルではこの分子

変形はcatalyticdomainの変位に伴う受動的な弾性変形と考えることとなる｡

3. 6 クロスブリッデの弾性は非線形である

図5に示すように､ミオシン

フィラメントと頭部を結ぶ部分は

tailと呼ばれるO電顕の観測でtail

は轡曲しやすく､幾つかの折れ曲

がりやすい部分もあることが知ら

れている｡ 筋肉の収縮中には､ミ

オシンフィラメントがミオシン頭

部を押している時間帯がある｡図

5はそのような状態を示し､ 小さ

い四角のところで曲げて描くこと

でこの曲がり易さを示した｡した

ミオシンフィラメント V+

図 5

がってtailは引っ張りに対しては

硬いが､押す力に対しては柔らかい.我々はこの意味でtailの弾性は非線形と仮定 した｡

この仮定から後程図8に示すような筋肉の stiffnessの張力依存が導ける ｡なおHuxleyの理

論では弾性要素はすべて線形になっている｡これは実情に合わない仮定と思われる｡

3. 7 筋肉中のミオシン頭部間の相互作用

1節の問題点 (2)で筋肉中のミオシン頭部間の相互作用について論じた｡この相互作

用をどのように数学的に表現するかを考える｡

図5には収縮中の筋肉でミオシン分子がミオシンフィラメントから押されている状態

を示した｡図4(b)の角度で言えば∂< ∂eqとなった状態であるo図5にはneckdomain

の上端J(Junction)がミオシンフィラメントか

ら受ける力をfJで示した｡多くのミオシン頭
部がミオシンフィラメントを引っ張ることで

フィラメントは右に動き､この動きが 1つの

頭部に及ぼす力が カである｡この意味で fJ

は頭部間の相互作用力である｡

いまミオシン頭部が図2のDlの状態

にあるとして､アクチンフィラメントがピ

エゾ的とすれば､ fJは図3(a)の電荷分布を

さらに変え､その結果図2Dlの井戸2と3

の間のポテンシャル障壁 U*低くなることは

起り得るであろう.我々は図6のようにU*

がかこ依存すると仮定した.頭部はそれ自

体では図2のDlからC2'にあたる移動がで
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きないoこのことと対応して fJが0からKtyc｡(P -P｡でのf,)までは U*は実質的に無限

大と考えた｡fJが〝bycOを越して大きくなるとU*が下がり､DlからC2 へ̀の転移が可能に

なるoU*が下がることでフィラメントの走行速度は大きくなる｡ 図6のKbye(0)は P-P.

でのfJkあたる｡

3.8 筋肉中で頭部はステップ状の動

きと力発生を繰 り返す

以上のような仮定に基づいて考える

と､筋収縮の際のミオシン分子の動きは

図 7のようになることが期待される｡す

なわち (a)で黒く描いた頭部がアクチン

1に結合すると､図2のClからC了への

変化に対応してアクチン2へ移動し､

neckdomainは左に傾く｡この結果 鋸ま

β｡qに近づこうとして頭部はミオシン
フィラメントを引っ張ることとなる｡多

くの頭部からのこのような力でミオシン

フィラメントは右に滑り､鋸まCeqにな
る (b)｡ついでneckdomainはフィラメ

ントに押されて βはβ｡qを越え､ 図2Dl

の谷 2から3へのポテンシャル障壁 U*

が下がり､ Cが臨界値 cc(Pの関数)に

なると(C),頭部はアクチン2から3に移

動して図2C2'の状態となり (d)､neck

domainは左に傾いてまたアクチンフィ

ラメントを引っ張ることとなる｡この繰

り返しで頭部はステップ状の動きと力発

生を繰 り返すこととなる｡

ミオシンフラメント

(d)C2'

図7

4. 実験データの説明

4. 1 生理学的なデータ

筋収縮の生理学的データの基本的なものとしては図 8-日 のようなものがある｡図中

に丸と四角で示したのは実験データで､実線は我々のモデルによる計算結果である｡ 図8

-10の横軸はp/Poで､Pは張力でPoは等尺収縮での最大張力であるO図8は収縮中の筋肉

の硬さ (stiffness)の張力依存を示す｡Sはstiffness､S(Po)は等尺収縮でのSであるO図9

は筋肉の収縮速度 Vと張力との関係である｡図 10は収縮中の筋肉が発生するエネルギー

(仕事 W と熱発生率H の和)の張力依存である.図 11は筋肉を等尺収縮の状態に置き､

ついで筋長を急速に変化させた直後の張力の値 Tl/Toと9ms後の値 T2/Toを示すO横軸△九 S

は半サルコメアあたりの筋長変化である｡慣習に従って､ここでは張力PをTで､PoをTo

で表す.これらの計算結果は実験データをよく説明する｡現象論なので幾つかのパラメ-
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夕を実験に合うように決めての結果であるが､計算式の関数形はモデルが決め､その制約

はかなり強い｡他のモデルによる計算も行ったことがあるが､このような良い一致が得ら

れる例はなかった｡なお､図 11はミオシン頭部を統計集団として扱った計算結果である｡

似たような曲線は他の文献にも見られるが､実験式による計算のように思われる｡

4. 2 ミオシン分子の協力的相互作用について

NothnagelとWebb(1982)によると､車軸藻のミオシン分子をばらばらにして車軸藻の
細胞に入れたのでは原形質流動は起きないが､ミオシン分子を膜に付着させて入れると流

動が起る.これは膜に付着したミオシン頭部間ではfJを及ぼし合うことが可能となり､ポ
テンシャル障壁 U*を小さくすることができて長距離走行が可能となり､その結果流動が起

きたものと思われる｡

Hara血etal.(1990)のアクチンフィラメントがミオシンの=芝生日を走る実験で､40nm
くらいの短いアクチンフィラメントが時々停止するという観測がある｡これはミオシンと

結合したアクチン頭部が 1個になった時と予想される｡

4.3 ミオシン頭部の動く距離βについてのいろいろの実験データは互いに矛盾するも

のではない
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単一ミオシン頭部がATPの 1分子の加水分解エネルギーを使ってアクチンフィラメ

ント上をどの程度の距離動けるかについては研究者によって5nm程度から15nm程度と

いった種々の値が報告されている｡図5と6で議論したように､我々のモデルでは^が働

く結果筋肉中のミオシン頭部は長い距離動けるようになる｡図5にはneckdomainの上端J

を上から押す力をpJと記した.頭部にpJのような力が働けば力 の場合同様にU*が小さく

なり､頭部は5mmの数倍程度動くようになることは可能であろう. Ishijimaetal.(1998)や
Kitamuraetal.(1999)の実験では頭部を上から押さえる力が働いていそうで､これが 15nm

といった大きな値の原因ではないかと推測される｡ またneckdomainの長さを大きくする

と走行速度が大きくなるという観測 [Uedaeta1.,1996;Ansoneta1.,1996】があるが､neck

domainが長くなると分子のパッキングの関係でpJが働く可能性があろう.pJに留意して
の単一ミオシン頭部についての実験が望まれる｡

多ミオシン分子系の実験では､ミオシン頭部の移動距離βが60nm以上 [Yan喝i血eta1.,

1985],200nm 以上 【Haradaeta1.,1990】という主張があるoこれはfJが働く系であるから妥
当な値と思われる｡

4. 4 ミオシン頭部が双頭であることの利点

X線回折の実験結果によれば､収縮中の筋肉ではミオシン頭部の80%(Matsubara,1975)

から92-99% (Yagieta1.,1993)がアクチンフィラメントの近傍に集まっている｡r-0.41

という割合からすると､ミオシン分子の双頭の一方がアクチンに結合し､他方がそれに引

きずられてアクチンフィラメントの近くにいることが予想される｡

カエルの筋肉では､1本のミオシンフィラメントあたり2本のアクチンフィラメント

があり､1個のミオシン頭部あたり1.75個のアクチン分子がある｡〟-0.41とすると､結合

しているミオシン頭部には 1.75/0.41-4.3個のアクチン分子が割り当てられる｡ これは結

合体 (AiAi+lM)が走るというモデルでは無駄のない個数である｡もしミオシン分子が単

頭で同じ数の頭部が統計的に分布しているとすれば､頭部が解離したあとの4.3個のアク

チンをすぐ活用する頭部が近くにあるとは限らない｡双頭構造の場合､活性化された頭部

が交代要員としてすぐそばにいることになり､アクチン分子を無駄なく活用できる｡なお､

カニの筋肉では､1本のミオシンフィラメントあたり6本ものアクチンフィラメントがあ

る｡アクチンが豊富なので､双頭のどちらも同時に近くのアクチンと相互作用しているも

のと予想される｡その方がミオシンをより活用することになるが､多くのアクチンを生合

成しなくてはならない｡

5. まとめ

1節の問題点 (1)で述べたように､筋収縮にはアクチンとミオシンという2つの大き

な蛋白が関与するので､筋収縮はこれらの蛋白分子の協力的相互作用で起ると考える方が

自然である｡我々のモデルはこの線に沿ったものである｡ここではこのことをエネルギー

的観点から眺め直して､全体のまとめとする｡

図2に示したよな変化を化学式で書くと､次のようになる｡
A->B: MADPPi十Al-AIMADPPi

B->Cl: AIMADPPi+A2-AIA2MADPPi

ついでClから状態はDlに変り､fJが働く場合はさらに C2'に変るOすなわち
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Cl->Dl->C2': (AIA2MADPPi+A3)-A1-A2A3MADPPi

となるofJbi続いて働けば､(Ai-1AiMADPPi+Ai+1)-Ai-1-AiAi+1MADPPiの形で化学変

化がステップ状に続いて起る｡ミオシン頭部に働く力fJの存在によって､このステップ状
の運動と力発生は3.2節で述べた生科学者の考え方に矛盾しない｡

図 12にはこのような変化におけるエネルギーの流れを示す｡ 図ではミオシン頭部に

蓄えられたGibbs'&eeenergyGを四角い容器に溜められた水のように示し､上記の

(Ai-1AiMADPPi+Ai+1トAi-1-AiAi+lMADPPiなる段階を示す｡その前にAi-1に流れた

エネルギーは仕事と熱 (wi_.+hi_1)として放出され､張力発生に使われる.なお､我々の

モデルでは piと ADPはエネルギー使用には直接関与しないので､右側に描いてある｡G

が適当な量になるとこれらの解離が起るとし､図ではpi用レベルセンサー とADP用レベ

ルセンサー がGのレベルを感知してPiと ADPが解離する時期を決めるように描いた｡

アクチンフィラメント

Ai-1

ミオシン頭部

I I

L___-___ J

｢一一一一-一一l
r-------1

L An 1

I-pi用レベル

センサー

t ADP用レベル

センサー

図 12

Huxleyのモデルは此の図の左半分を無視し右半分だけを考えたモデルと見ることがで

きる｡ミオシン頭部のpowerstrokeはPiとADPの解離と連動することとなり､3.2節に

述べた生科学者の考え方によれば､powerstrokeとATP加水分解の 1対 1対応はほとんど
必然的な結論となる｡
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