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＜解説＞
液体の粘弾性と分子ダイナミクス
名古屋大学大学院工学研究科 山口 毅
液体の粘性係数は周波数の関数であり、MHz ~ GHz の周波数帯では複素粘性係数は周波数に依存
して変化する。これを液体の粘弾性緩和という。本解説では、液体の粘弾性緩和をどのような実験
的手法で測定することができるのか、粘弾性緩和は液体の分子レベルでのどのような構造・ダイナ
ミクスを反映しているのか、また、溶媒である液体が粘弾性緩和を示すとき、その中に溶けている
溶質の分子ダイナミクスに粘弾性緩和がどのような影響をもたらすのかについて、筆者らの研究を
中心として紹介したい。

(2)は

１．はじめに

  G0

液体のずり粘性係数0 は、ニュートンの粘性法
則

(4)

と変形される。これは弾性体に対するフックの法

  

(1)

則に他ならない。したがって、液体のずり変形に

を通じて定義される。ここではずり応力、 はせ

対する応答は、時間スケールに応じて粘性流体か

ん断ひずみ速度である。、 が時間に依存する場

ら弾性体へと変化する。これを粘弾性緩和という。

合でも、その時間変化が十分に遅い場合には、式

高分子溶液・融体や界面活性剤溶液などのソフ

(1)は両者を時間の関数とするだけで成立する。し

トマターにおいては、粘弾性緩和測定は日常的に

かし、 の時間変化が速く、がその変化に追随で

行われており、そこから構造やダイナミクスに関

きない場合には、式(1)は以下のように拡張される。 する有用な情報が抽出されている。一方液体の粘
t

 t    Gt  t  t dt 

(2)

0

定常流極限での粘性係数0 は G(t)を用いて

ともあり、研究が進んでいない。本稿では、液体
の粘弾性緩和の測定法と分子ダイナミクスとの



0   G t dt

弾性緩和は、時間スケールが速く測定が困難なこ

(3)

0

関連について、我々の研究を中心に紹介する。
２．測定法

で与えられる。一方、G(t)の時間変化が十分に遅

ソフトマターを対象とした、ミリ秒より遅い時

く一定値 G0 とみなすことができる場合には、式

間スケールの測定においては、試料を剛体と接触
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させてずり変形を加えてずり応力を測定する（あ

めに波動が伝搬しやすく、高周波域での実験が比

るいはずり応力を制御してずり変形を測定する）

較的容易であるという利点を有する。一方、縦波

手法が行われている。試料にステップ関数状ある

超音波緩和には等方圧縮に伴う体積緩和も含ま

いはデルタ関数状の変形を加える時間領域の応

れるため、その解釈は複雑になる。

答の測定、および、正弦関数状の変形を加えて応

筆者らは、厚み滑り振動を用いた測定の一つで

答の振幅と位相を測定する周波数領域の測定の

ある、AT カットの水晶振動子を用いたずりイン

両者が可能である。周波数領域の測定においては、 ピーダンス法の測定装置を自作し、イオン液体を
式(2)のフーリエ変換

含む種々の高粘性液体の測定に用いている[1,2]。

       

(5)



     eit Gt dt

(6)

0

AT カット水晶振動子はクオーツ時計に用いられ
ている振動子であり、共振周波数の温度依存性が
小さく、共振特性（Q 値）が高いという利点を有

によって定義される複素粘性係数()が測定さ

する。また、測定系が表面分析の一つである

れる。kHz 以下での複素粘性係数の測定は、市販

Quartz Crystal Microbalance (QCM)法と同一で

の粘弾性スペクトロメータを用いることができ

あるため、QCM 用の良質な振動子を容易に入手

る。

できるという利点もある。

固体中を伝わる弾性波の速度が有限であるた

筆者らの装置では、Kaatze らによって提案さ

めに、kHz 以上の周波数域では試料に接触させた

れたブリッジ法[1,3]を用いることで、弱い高次の

固体を剛体とみなせなくなり、市販の粘弾性スペ

共振信号を精度よく検出できるようにしている。

クトロメータが使用できない。そのため高周波域

また、ベクトルネットワークアナライザによって

での測定には、試料と接触させた固体の力学的共

複素信号を決定し、位相込みでの解析を行ってい

振、あるいはその中を伝わる弾性波を測定する手

る[2]。基本周波数 5 MHz の振動子を用い、41 次

法が用いられる。測定したい周波数帯に応じてこ

までの共振を解析することで、205 MHz までの

れまで、ねじり振動を用いた測定（数十～数百

粘弾性測定が可能である。

kHz）
、厚み滑り振動を用いた測定（数 MHz～数

３．粘弾性緩和を与える分子ダイナミクス

GHz）
、表面弾性波を用いた測定（数百 MHz～数

定常粘度0 の測定とは異なり、粘弾性緩和スペ

GHz）が報告されている。その他近年では、液体

クトルを測定することによって、緩和関数 G(t)

中に分散させたm スケールの微粒子の運動を解

の緩和時間を得ることが可能である。そこで、液

析して媒質の粘弾性を測定する「マイクロレオロ

体の微視的ダイナミクスが個々の運動モードに

ジー」と呼ばれる実験も行われている。

よって異なる時定数を示すとき、粘弾性緩和の時

関連した実験として、縦波超音波の音速分散や

間スケールを分子スケールのダイナミクスのも

吸収スペクトルの測定も行われている。縦波超音

のと比較することによって、粘性を与える微視的

波は一軸圧縮が伝搬する波動である。一軸圧縮は

運動モードの推察が可能である。また、定常粘度

等方圧縮とずり変形の重ね合わせであるため、縦

0 は式(2)より G(t)の全時間積分で与えられるが、

波超音波緩和にも粘弾性緩和の情報が含まれて

分子構造や熱力学条件の変化によって0 が変化

おり、また、等方圧縮に対する弾性率が大きいた

した際に、その変化が G(t)の緩和時間と振幅のど
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ちらの変化によるものかを粘弾性緩和スペクト
ルから知ることもできる。

分子性液体に対するモード結合理論では、G(t)
は部分構造因子の時間領域への拡張である部分

図 1 にシクロヘキシル基を二つ持つナフテン油
の代表である 2,4-ジシクロヘキシル-2-メチルペ
ンタン (DCMP)、鎖状パラフィン油の代表である
スクアラン（SQ）
、動粘度 20 cSt のシリコーンオ
イル(PDMS)の規格化された複素粘性係数()/0

中間散乱関数 F(q,t)を用いて以下のようにあらわ
される[5,6]。
2

 dcq 
 
k BT
4
Gt  
dq q Tr 
 Fq, t   (7)
60 2 0
 dq
 

を0 で規格化された周波数 20に対してプロッ

ここで c(q)は直接相関関数であり、太字は相互作

トしたものを示す[4]。もし緩和時間が0 に比例す

用点（原子）の添え字を持つ行列である。式(7)

るのであれば、0 で規格化された緩和周波数は試

においては、粘度は波数 q における液体構造の寄

料に依存しないはずであるが、実際には 20軸

与の和で書かれている。さらに、もしある波数 q*

上での緩和周波数は試料に大きく依存している

の液体構造が粘度に支配的であり、かつ q*におけ

ことから、分子種の違いによる粘度の違いは、緩

る部分中間散乱関数の時間変化が、X 線や中性子

和時間のみの違いでは説明できないことが分か

準弾性散乱で測定される代表的な中間散乱関数

る。

I(q*,t)で表されるのであれば、式(7)は

Gt   I 2 q*, t 

() / 0

1.2

(8)

1

のように変形され、粘弾性緩和は中間散乱関数の

0.8

二乗で表される。逆に、式(8)に基づいて種々の波

0.6

数の中間散乱関数と粘弾性緩和を比較すること

0.4

によって、粘度を支配しているであろう液体構造

0.2

の特徴的波数を見当付けることができる[7,8]。

0
1

10
2  [MPa]

100

0

図 1 SQ（赤）
、DCMP（青）
、PDMS（緑）の複
素粘性係数

長い直鎖のアルキル基の末端に水酸基を有す
る液体ノルマルアルコールは、水素結合鎖からな
る極性部とアルキル基からなる無極性部から構

液体の粘度の違いは、構造緩和時間の違いで説

成されるドメイン構造を有し、その構造因子には

明されることが多く、過冷却液体のように粘度が

数 nm-1 にドメイン構造を反映したプレピークが

数桁のオーダーで変化する場合には、そのような

見られる。果たしてこのドメイン構造は、液体ア

考えは概ね成立するが、分子種の変化によって粘

ルコールの粘性に寄与しているのだろうか。

度が数倍程度変化する場合には、粘度の変化を必

我々は分子動力学(MD)シミュレーション法に

ずしも構造緩和時間の違いに帰着できないこと

よって、液体 1-ドデカノールのプレピーク及び主

に注意する必要がある。

ピークにおける中間散乱関数と粘弾性緩和を計

液体構造の記述にはしばしば、部分動径分布関

算した。両者の周波数領域における比較を図 2 に

数や、そのフーリエ変換である部分構造因子が用

示す。1-ドデカノールの複素粘性係数は、それぞ

いられる。したがって、粘度を液体構造から理解

れ 200 MHz と 10 GHz に緩和周波数を持つ二段

するために、これらの空間的情報と粘度を関連付

緩和となっている。うち低周波側のモードは実験

けることができれば便利であろう。
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的にも報告されている[9]。これらを中間散乱関数
の二乗のスペクトルと比較すると、プレピーク、

ここで r は溶質分子の流体力学半径である。
SE 式では溶媒の粘度を一定値とみなしている

主ピークのダイナミクスはそれぞれ粘弾性緩和

が、溶媒の粘度が周波数に依存する場合にはどう

の遅い成分、速い成分と対応していることが分か

なるであろうか。流体力学モデルの範囲内でかつ

り、ドメイン構造のダイナミクスは遅い粘弾性緩

溶質の慣性運動の効果が無視できる場合には、拡

和を通じて粘度に影響を与えていることが示唆

散係数は周波数の関数として拡張され、周波数に

Normalized Spectra

依存する拡散係数と粘度の関係として式(9)は成
1

立する。先述のマイクロレオロジーは、微粒子の

()

0.8

周波数依存の拡散係数を測定し、式(9)を利用して

main

pre

0.6

複素粘性係数を決定するものである。

0.4

回転緩和や化学反応のような溶質の分子スケ

0.2
0
0.001 0.01

ールのダイナミクスは、ピコ秒～ナノ秒という粘
0.1

1

 [GHz]

10

100

1000

図 2 1-ドデカノールの複素粘性係数（赤）および
プレピーク（青）と主ピーク（緑）における構造緩
和

された[10]。

弾性緩和と同程度かそれより早い時間スケール
で起こるものが多い。したがって、連続流体近似
の範囲内でも、これらの高速ダイナミクスに対す
る実効的粘度は低周波極限での定常粘度0 とは
異なることが期待される。もちろん、溶質と溶媒

粘弾性緩和及び中間散乱関数は共に実験的に

の大きさが同程度の際に溶媒を連続媒体として

観測可能な物理量であるため、実験結果のみを用

扱うことができるかどうかという問題は存在す

いて同様の解析も可能である。我々は実際に、高

るが、連続媒体近似の妥当性を検討する際には、

級アルコールと同様のドメイン構造を示す、長い

その近似の範囲内でも粘弾性緩和のために速い

アルキル差を持つイオン液体について、準弾性散

時間スケールでの粘度は定常粘度とは異なるこ

乱と粘弾性測定の比較を行っているが、高級アル

とに留意するべきであろう。

コールの MD シミュレーションで見られたよう
な明確な対応関係は得られていない[7,8]。
SQ

溶液化学において液体の粘度を扱うとき、その
流体の巨視的流動に興味がある場合ももちろん
あるが、溶媒中に溶けた溶質の分子運動や化学反
応との関係で溶媒の粘度が問題にされることも
多い。ここで基礎となるのが、溶質分子の周りの
溶媒を粘度0 の連続粘性流体とみなす流体力学
モデルである。並進拡散係数 D に対しては、以下
の Stokes-Einstein (SE)式がよく知られている。

D

k BT
6 0 r

() [mPa s]

４．粘弾性緩和の分子ダイナミクスへの影響
10

PDMS
1
10

100

1000
 [MHz]

104

105

図 3 SQ（赤）
、PDMS（青）の複素粘性係数（実
部●、虚部〇）および配向緩和時間から決定された
実効粘度（□、◇）

(9)
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我々は粘弾性を示す３種の液体中での種々の

定はこれまでも報告がなされているが[13]、筆者

分子の配向緩和時間を NMR 緩和法および時間分

の見るところ、物性の議論のためにはさらなる測

解蛍光法で測定し、配向緩和に対する実効粘度を

定デバイス、技術の発展が必要である。

算出した[11]。配向緩和の実効周波数 1/2R（R

液体の粘弾性と分子ダイナミクスの関係の解

は配向緩和時間）と実効粘度の関係を図３に示す。 明には、実験データの蓄積のみならず、理論・計
同時に示した溶媒の複素粘性スペクトルと比較

算化学によるサポートも欠かせない。そのために

すると、周波数帯に重なりがないために断定はで

は、粘弾性緩和のような遅い集団的ダイナミクス

きないが、配向緩和に対する実効粘度は複素粘性

の解析法の開発も必要であろう。

スペクトルの実部の延長線上にあるように見え、
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＜トピックス＞
液体の積分方程式理論で考える生体分子の溶媒和
九 州 大 学 大 学 院 理 学 研 究 院 	
  吉 田 紀 生
タンパク質や DNA といった生体分子は、水に囲まれてその構造を維持し、機能を発揮している。
近年、理論手法の発展や計算機能力の向上にともなってリアリスティックな生体分子の取り扱いが
可能となってきており、その中で水和の取り扱いもますます重要視されてきているように思う。本
トピックスでは、液体の積分方程式理論を用いた取り組みを紹介したい。溶液化学研究会では、
RISM 理論に代表される液体の積分方程式理論はすでに広く知られていることとは思うが、生体分
子の溶媒和という観点から近年の研究例を紹介したいと思う。

１ ． は じ め に 	
 

	
  これらとは異なるアプローチとして、液体の積

	
  タンパク質や DNA、生体膜といった生体物

分方程式理論がある。[1] 液体の積分方程式理論

質・生体分子は水やイオンに囲まれた環境で、そ

は、統計力学にもとづいて溶媒分子の分布関数を

の構造を維持し機能を発揮している。溶液化学シ

求める理論である。分子性液体への適用にあたっ

ンポジウムでも、生体分子は広く研究対象として

ていくつかの手法が提案されているが、現在、最

扱われており、生体系における溶液の働きは、最

も広く用いられている（そして、溶液化学研究会

も重要な溶液化学分野の研究対象の一つとなっ

でもよく知られている）ものに、RISM 理論があ

ている。

り、特に生体分子の溶媒和に適したものとして

	
  理論・計算分野では、近年の理論手法の発展や

3D-RISM 理論がある。[2-6]

計算機能力の向上にともなって、リアリスティッ

	
  本稿では、3D-RISM 理論を用いた最近の研究

クな生体分子の取り扱い、すなわち、生体分子だ

例について紹介する。

けでなくその周りの環境も含めた取り扱いが可

２．３D -R IS M 理論による溶媒和構造計算

能となってきている。その中でも水和の取り扱い

	
  液体の積分方程式理論・3D-RISM 理論は平た

は最も重要な要素である思われる。

く言えば液体の構造すなわち、分布関数を記述す

	
  今日、生体分子を理論・計算で扱う場合の主力

る理論である。液体の分布関数を分子シミュレー

は分子動力学法(MD)やモンテカルロ法(MC)とい

ションで求める際は、水分子一つ一つの位置をシ

った分子シミュレーションである。これらの手法

ミュレーションステップごとに生成し、その統計

では、水分子一つ一つをあらわに扱い、生体分子

平均をとることになる。この操作を配置積分と呼

同様に、MD であればニュートン方程式にしたが

ぶ。正確な分布関数を得るためには十分に長いシ

って、MC では乱数により溶媒の配置を生成する

ミュレーションを行う必要がある。一方、液体の

ことになる。もっと単純化した方法としては、溶

積分方程式理論では、この配置積分を統計力学の

媒を連続体として近似する方法もよく用いられ

手法に則って解析的に実行することができるた

ている。この方法では水分子一つ一つを扱うこと

め、ひとたび計算が収束すれば、完全な統計平均

はしない。

量としての分布関数を得ることができる。（ただ
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し、特殊な場合を除いて、積分方程式自体を解析

	
  ここで重要なのは受容体とリガンドの直接的

的に解くことはできず繰り返し法による収束計

な相互作用だけでなく、溶媒として存在する水の

算が必要であることは申し添えておく。）このた

影響を取り込んでいる点である。3D-RISM で得

め、生体分子内部の空孔やチャネルなど、一般に

られる分布関数は、周りの水（やイオン）による

分子シミュレーションでサンプリングを行うの

影響、すなわち多体相互作用も考慮して算出され

が難しい系についても完全な統計平均量として

ている。

の分布関数を求めることができる。

	
  我々は KcsA カリウムチャネルに 3D-RISM を

	
  また、種々の熱力学量も容易に計算することが

適用し、イオンによって異なるチャネル内の結合

できる。たとえば、溶媒和自由エネルギーを求め

状態を明らかにした。[8, 9] KcsA カリウムチャネ

るためには、一般に熱力学積分（溶質を溶媒に浸

ルはバクテリア由来のチャネルタンパク質で、細

していくプロセスに相当する）を行う必要がある

胞膜内外のカリウムイオン濃度を調整する役割

が、この積分についても解析解が得られている。

を担っている。KcsA は優れた選択性を有し、細

したがって、ひとたび積分方程式を解き、相関関

胞内外でナトリウムイオン（Na+）の濃度差が極

数を得ることができれば、簡単な代数計算から溶

めて大きい場合でもカリウムイオン（K+）のみを

媒和自由エネルギーを求めることができるので

選択的に透過させる。この選択性は選択フィルタ

ある。

と呼ばれる部位によって作られていると考えら

３．生体分子の分子認識

れている。ところが、近年、チャネル内に Na+が

	
  生体分子による分子認識は最も重要な生体内

存在することが実験によって示された。また、そ

素過程の一つである。我々はこれまで、3D-RISM

の実験を元にシミュレーションによる追試が行

理論を用いて、2 つの異なるアプローチを提案し、

われ、Na+と K+ではチャネル内でのイオンの結合

分子認識解析を行ってきた。[7] 一つは分布関数

様式（結合モード）が異なることが示唆された。

に基づく手法、もう一つはドッキング法に基づく

[10]

手法である。

	
  我々は 3D-RISM を用いて KcsA チャネル内の

	
  ここでは、分布関数にもとづいて分子認識を評

K+, Na+, および Li+の分布関数を求めた。(図 1)	
 

価する手法について研究例を紹介したい。分子認
識とは受容体（タンパク質など）が特定の部位（認
識部位）に特定のリガンド（溶媒など）を選択的
に結合（認識）することである。言い換えれば、
受容体の認識部位における溶媒の存在確率はバ
ルクに比べて高いはずである。3D-RISM で求め
られる分布関数は、溶媒の存在確率の分布に他な
らない。すなわち、認識部位において分布関数は
高いピークをもつはずである。一方、受容体がリ
	
 

ガンドに対して認識能を持たない場合は、ピーク
は見られない（存在確率が低い）ことになる。
	
 

図１.	
 KcsA チャネル内のカチオン分布
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図右側の S1, S2, S3, S4 はカリウムイオンの結合

４．生体分子の電子状態と溶媒効果

サイトの位置を示す。分布関数から、K+が選択フ

	
  生体分子の量子化学的な取り扱いも、計算化学

ィルタ内の結合サイト S1、 S2、 S3、 S4 に強

の重要な課題の一つである。生体内化学反応、光

いピークを示すのに対し、Na+、Li+ではそれら結

反応の他、リガンド-レセプター間の相互作用の精

合サイトの中間点にピークを示す。

密計算にも量子化学的な取り扱いが必要となる。

	
  S1〜S4 ではカルボニル酸素 8 つの中心にイオ

通常の量子化学計算手法はタンパク質や DNA の

ンが結合した状態（ケージサイト）、ケージサイ

様な高分子の計算は、現在の最先端のスーパーコ

トの中間位置はカルボニル酸素４つの中心にイ

ンピューターを持ってしても不可能であり、その

オンが結合した状態（プレーンサイト）となって

ため、特殊な手法が用いられている。一つは

いる。各状態でのイオンの水和状態を調べるため

QM/MM 法とよばれるもので、量子化学手法と古

に、イオン１つを“溶質”の一部として扱い、そ

典力学に基づく取り扱いを組み合わせたもので

の周りの水分子の分布を解析した。
（図 2）この結

ある。すなわち、反応活性中心（及びその周辺）

果からイオンがケージサイトにあるときは、水分

のみ量子化学的に扱い、外側の（そして大部分を）

子は直接イオンに配位しないが、プレーンサイト

古典的に扱うというものである。
この手法で 2013

にあるときは二つの水分子（の酸素）が配位して

年に Karplus らがノーベル賞を受賞したのは記

合計６配位の状態になることが分かった。

憶に新しい。従来の QM/MM 法では溶液環境を

	
  この結合モードは実験およびシミュレーショ

MM 領域に含めるか、連続体として扱うことが常

ンによって提唱されたものと良く一致しており，

であった。

3D-RISM 理論により別の角度から立証すること

	
  一方、溶液内分子の量子化学計算手法として、

ができたと考えている。

電子状態理論と 3D-RISM を組み合わせた手法が、
Kovalenko、佐藤、平田らによって提案されてい
る。[5, 11] 我々はこの手法と QM/MM 法を組み
合わせることで、溶媒和した生体分子の量子化学
計算手法を構築した。
（QM/MM/RISM 理論とよ
ぶ）[12] QM/MM/RISM 理論では、生体分子の反
応活性部位を量子力学（QM）で、その他の反応
不活性部位は古典力学（MM）で、生体分子の周
りの溶媒を 3D-RISM 理論で扱う。
（図 3）この溶
媒の取扱いが従来の QM/MM 法とは異なる点で
ある。
	
  もう一つの取組みとして、生体分子の全電子状
態計算を可能とするフラグメント分子軌道法
（fragment molecular orbital（FMO）法）との
連成計算手法（FMO/3D-RISM 理論）も提案して

図 2.	
 KcsA チャネル内のカチオンの水和状態
	
 

いる。[13] FMO 法では対象分子を断片（フラグ
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り、劇的な改善がなされている。[14, 15] 一方、
理論・計算の立場としては、実験値に頼らず非経
験的な改良法を提案することが大きな課題であ
る。
すでにいくつかの手法が提案されおり、今後の発
展が期待される。[16-22]
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＜研究室めぐり東西南北＞

質や細胞膜への薬物の結合を正確に定量するこ
とが、重要な鍵となります。

姫路獨協大学 薬学部 生物物理化学研究室
岡村 恵美子

薬物の結合量を定量する前段階として、結合し
た薬物とそうでないものを分離するのが一般的
です。遠心分離やゲル濾過などで、両者を分離し

姫路獨協大学は、学校法人「獨協学園」を母体

ます。時には、細胞をすり潰して、結合した薬物

として、昭和 62 年姫路市に開校しました。獨協

を取り出します。ここで注意すべきは、前処理の

大学、獨協医科大学の姉妹校となります。薬学部

間に、結合の状態が変わらない保証がないことで

は、平成 19 年に開設され、現在に至ります。私

す。細胞はすり潰すと”intact”でなくなり、再び別

たち生物物理化学研究室では、薬学の基礎となる

の分析にかけることはできません。そのためにも、

物理化学系科目を中心とした６年制の薬学教育

薬物の結合量を、（前処理なしに）その場で (in

と研究に取り組んでいます。現在のメンバーは、

situ) 正確に定量する必要があるのです。

教授・岡村恵美子、准教授・原野雄一、助手・安
岐健三、６年生５名、５年生６名の計１４名です。

私たちは NMR を使って、この課題に取り組ん
でいます。NMR 法では生体を構成する成分を「自

研究室では、高感度高分解能溶液 NMR を中心

然」の状態で取り扱うことができます。他の分光

としたユニークな方法を用いて「膜」のなかの分

法に比べて遷移にともなう非常に小さなエネル

子をそのまま捉え、薬物の膜輸送（ドラッグデリ

ギー変化を観測するために、「結合した状態

バリー）のメカニズムを明らかにするための基礎

(bound state)」と「遊離した状態 (free state)」を区

研究を行っています。生体系は多量の水を含むた

別して定量できる可能性があるのです。

め、水中の膜研究は非常に重要です。「生きた細

当研究室では、高分解能溶液 NMR 法にパルス

胞」とそのモデルとして水中の脂質二分子膜を取

磁場勾配法を組み合わせて、脂質二分子膜への薬

り上げ、溶液 NMR を使って、膜の中のドラッグ

物の結合量と運動状態を in situ で定量する方法を

デリバリーを原子サイトのレベルで調べていま

開発しました[1]。細胞膜の最も単純なモデルとし

す。細胞や細胞膜のなかの分子をそのままの形で

て、リン脂質二分子膜ベシクル (直径 100 nm)を

捉えるために、溶液 NMR を多用して研究を展開

用いて、抗がん剤 5-フルオロウラシル(5FU、図１

しています。主な研究内容は、以下の通りです。

a)の結合量を定量しました。

1. NMR による薬物の膜への分配・結合の
in-situ 定量
投与した薬物が、細胞にどれだけ取り込まれる

a

か、標的タンパク質にどれだけ結合するかは、薬
の効果を考える際に重要です。薬物が効率的に細

図 1.

b

5FU (a) と FBPA (b)の構造

胞膜やタンパク質に結合すれば、投与量を抑える
ことができ、副作用の軽減に繋がるでしょう。創

解析の結果、5FU は約１割が膜に結合すること、

薬への展開も期待されます。ともかく、タンパク
溶液化学研究会ニュース No.70, 2017

5FU の膜への結合の自由エネルギーは

-4～-2

2-1. 膜のなかの「薬物の拡散」

kJ/mol であり、これは、脂質二分子膜が熱で自然

図 2-1 は、脂質二分子膜に結合した抗がん剤 5-

に揺らぐ程度の小さなものであることがわかっ

フルオロウラシル (5FU bound)と膜に結合してい

てきました。薬物の膜への結合が、膜の熱揺らぎ

ない(free の) 5-フルオロウラシル分子の運動を、

に支配されているものと考えられます[1]。

同時に捉えた結果です。縦軸は拡散係数を、横軸

さらに、内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）

は温度の逆数を示しています。膜に結合した 5-

ビスフェノール A のフッ素置換体（FBPA、図１b）

フルオロウラシル(5FU)が動く速さ（拡散速度）

の結合量を解析しました。FBPA は、30 ˚C におけ

は、結合しない状態よりも２ケタ近く小さくなり、

る水への溶解度が 60 M 程度であり、水に極端に

膜を形作る脂質(lipid)分子の動きと等しくなりま

溶けにくい化合物です。したがって、疎水性の脂

す。膜のなかの 5FU の運動が膜分子の動きに支配

質二分子膜に容易に移行すると考えられます。事

されるためと考えられます。一方、高温になると、

実、高濃度ベシクル溶液中では、FBPA 分子のほ

抗がん剤と膜分子との相互作用は弱くなり、抗が

ぼすべてがベシクルに結合することがわかりま

ん剤分子が独立して動きまわる傾向が認められ

した。得られた結合量から自由エネルギー差G

ます[1]。

を求めると、疎水性の高い FBPA のG は約 20

-20

kJ/mol であり、
膜との親和性が高く、
先に求めた、
変化から、膜への結合に伴うエントロピー変化S
とエンタルピー変化H を求めたところ、両者の
膜への結合はともに吸熱反応であること、FBPA
ではエントロピー駆動によって膜への結合が優
位におこることを見出しました[2]。

ln(D/m2s-1)

5FU とは対照的な結果となりました。G の温度

-22

:5FU free
:5FU bound
:lipid

-24
-26
0.0032

0.0034
1/T (K-1)

0.0036

また、コレステロールによって膜への麻酔剤の
分配が制御される系[3]など、幅広い応用が可能で
あることが明らかとなりました。

２．NMR による膜のなかの薬物の「運動」の解

図 2-1. 脂質二分子膜に結合した 5FU（bound）
と free の 5FU ならびに脂質分子(lipid) の拡散係
数の温度変化 [1]

析
生体膜に代表される「膜」は、ソフトで限られ
た空間です。このような特殊な環境のなかで、薬
物はどんな振る舞いをするのでしょうか。私たち
は、高分解能溶液 NMR 法とパルス磁場勾配法を
組み合わせて、膜のなかの薬物の運動を直接捉え
るべく研究を行っています。

2-2. 薬物の「膜への結合」と「解離」の速度論
薬物は、図 2-2 のように、細胞膜（membrane）
に結合したり、膜から離れたりという２つの過程
を絶えず繰り返しています。パルス磁場勾配
NMR 法を用いると、このような薬物の膜への結
合と解離（release）がどのような速さで起こって
いるのか知ることもできます。
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考えられます。そこで私たちは、5FU と FBPA に
ついて、水中から膜に取り込まれる際の効率を定
量化しました（図 2-3）
。

図 2-2. 細胞膜への薬物の結合と解離の模式
図 [4]。bound は膜に結合した薬物を、free は
解離した薬物を示す。また、kFB と kBF は、それ
ぞれ、膜への結合と解離（放出）の速度定数で

図 2-3.リン脂質二分子膜への薬物の“動的な結

ある。

合効率”[2]

私たちは、抗がん剤 5FU（図１a）と内分泌か

その結果、膜への結合確率は、FBPA の場合 0.04

く乱化学物質（環境ホルモン）ビスフェノール A

となり、膜表面に到達した FBPA 分子が約 20 回

のフッ素置換体 FBPA（図１b）がどのような速さ

に 1 回の割合で膜に移行することが明らかになり

で膜に結合したり膜から離れるかを、脂質二分子

ました。
一方、
5FU の結合確率は FBPA の 1/100,000

膜を使って比較検討しました。その結果、5FU は、

程度の小さな値となり、膜への取り込み効率が著

温度 30 ˚C では 0.2 s-1 という速さで膜に結合し、

しく低下していることがわかりました。FBPA に

4.1 s-1 という速さで膜から離れることがわかりま

比べて 5FU が親水的であることが影響している

した[4]。この結果は、水中の 5FU の半分が、数

ものと考えられます[2]。

秒間で膜に結合し、膜に結合した 5FU の半分が、

さらに、このような運動状態の解析は、低分子

約 0.2 秒の間に膜から離れることを示しています。 の薬物のみならず、ペプチドなど、より大きい分
一方、FBPA では、膜への結合の速度定数が温
度 30 ˚C で数十～数百 s-1 になります[2]。FBPA は

子についても、同じ方法で解析できることがわか
ってきました[5]。

水への溶解度が極端に低く、膜が存在すると、ミ
リ秒の間に、その半数が水中から膜中に移行する
ことを示しています。5FU と比較すると、非常に
高速であることがわかります。

３．In-Cell NMRによる生きた細胞への薬物輸送
のリアルタイム計測
溶液 NMR を細胞系に拡張し、水溶液中で「生

ところで、薬物は膜の表面に到達しても、すべ

きた」細胞への薬物輸送をリアルタイムで計測し

てが膜内に取り込まれるとは限りません。膜表面

ています。これまでに、タンパク質や遺伝子など

にアクセスした薬物がどの程度効率的に膜のな

を細胞内へ効率的に導入する働きのあるアルギ

かに取り込まれるかを明らかにすることができ

ニンペプチドのヒト白血病細胞株 HL60 への輸送

れば、ドラッグデザインなどの際に有効であると

過程を分単位でリアルタイム計測し、膜輸送タン
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パク質が関与しない“物理的な”膜透過経路につい
て検討してきました。ペプチドの NMR シグナル
の時間変化を追跡した結果、図 3 に示すように、
正電荷を有するアルギニンペプチドが（i）負に帯
電した細胞表面糖鎖・グリコサミノグリカン
(GAG) にトラップされた後、
（ii）熱揺らぎにより
疎水性の細胞膜を透過し、
（iii）細胞質内に輸送さ
れるという新しいタイプの輸送プロセスを明ら
かにしました[6]。細胞に負荷を与え、デリバリー
への直接的、間接的影響が懸念される蛍光標識を

図 4. ミセルと代表的なベシクルの dimension

用いることなく、in-cell NMR 分光法でしか得られ

しますが、LUV は透過しない場合があることが知

ない情報を取得する研究として、今後、様々な種

られています。しかしながら、細胞サイズのベシ

類のドラッグデリバリーの分子機構を細胞を用

クルの構造や物性の詳細はまだ明らかではあり

いて解明することを目指しています。

ません。
そこで、当研究室では、浸透圧効果を利用した
静置水和法を利用して、細胞サイズのリン脂質ベ
シクルを高濃度で調製し、ベシクル膜中の動的な
構造や分子の揺らぎ・運動状態について、高分解
能溶液 NMR 測定を用いて初めて解析を行いまし
た[7]。その結果、細胞サイズベシクルのような曲
率が小さい膜中においても、リン脂質が膜面の垂
直方向に大きく揺らいでいる(protrusion) ことを
観測し、さらに、この揺らぎがビスフェノール A

図 3. 膜タンパク質が関与しないアルギニンペ

の様な内分泌かく乱物質によって影響を受ける

プチドの物理的膜透過経路[6]

ことを明らかにしています[7,8]。
得られた知見は、
膜の揺らぎと物質透過の相関など、生体機能を理

４．細胞サイズベシクル中の分子の揺らぎと運動

解する上で重要であると考えられます。

状態
近年、直径約 10～20 m という巨大な細胞サイ
ズベシクル Cell Sized Vesicle (CSV, 図 4) が、より
生体膜に近いモデルとして注目されています。
細胞サイズベシクルは、直径 20 nm 程度のベシ
クル (SUV) や直径約 100 nm のベシクル (LUV)
といった従来の膜モデルと物性が異なることが
示唆されています。たとえば、３.で紹介した「膜

５．アミノ酸の異性化とペプチド鎖切断反応のリ
アルタイム NMR 計測と速度論
タンパク質は L-アミノ酸で構成され、D-アミノ
酸は存在しないと考えられていました。ところが、
高齢のヒトの水晶体タンパク質・クリスタリンの
特定部位に、異性体である D-アスパラギン酸、特
に、D--アスパラギン酸が多く蓄積していること

透過ペプチド」は、細胞サイズのベシクルは通過
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が分かってきました。このような、異常型の D--

づく創薬に向けた研究を展開していきたいと考

アスパラギン酸の蓄積は、タンパク質の構造や機

えています。

能を変化させ、白内障など加齢による疾患の原因
につながるのではないかと指摘されています。

６．分子シミュレーションによる in silico 創薬

当研究室では、ペプチド中の特定のアミノ酸の

分子シミュレーションを活用すれば、時間に依

異性化反応、特定のペプチド結合切断反応のプロ
セスを NMR でリアルタイム計測可能であること

存しない熱力学的な物性、原子レベルの構造情報
．．．
のほかに、時間に依存した動的な性質を明らかに

を見出しました[9]。たとえば、水晶体タンパク質

することができます。そこで、これを薬物の膜輸

A クリスタリン、B クリスタリンの模擬ペプチ

送の研究に応用して、➀薬物が膜や標的タンパク

ドでは、ともに、図 5 の(I)のようにアスパラギン

質に結合し易いか、➁膜のどの部位に結合するか、

酸（Asp）の C 側でペプチド結合が選択的に切断

➂膜のなかでどのような運動をするかを、原子レ

され（破線）
、L-Asp と Ser を末端とする２種類の

ベルで探って行きたいと考えています。これらの

配列 (II)、(III)に変化します。このようなペプチ

情報は、NMR 実験とも対応するものです。さら

ド結合の分解切断は、酵素を用いることなく自発

に、実際に実験を行うことなく結果を予測するこ

的に起こる反応ですが、筆者らは、切断前の

とも可能で、分子シミュレーションを用いた in

L--Asp−Ser と切断によって生じた末端の L-Asp

silico 創薬への展開を目指しています。

と Ser を NMR ですべて区別し、ペプチド結合が
切断される様子をリアルタイムで計測しました。
さらに、天然型 L--アスパラギン酸（L--Asp）

７．おわりに
溶液化学の研究対象は、純粋の溶液系に加えて、

が D--アスパラギン酸（D--Asp）に異性化する

近年ではイオン液体や生体分子など多岐にわた

とペプチド結合の切断が抑制されることを、速度

ります。また、溶液が接する界面現象の解明も、

論解析によって初めて明らかにしました[9]。

重要な課題の一つと言えます。筆者の研究は、生

D--Asp の反応性が極端に低いことが、結果的に

体膜をターゲットにした界面化学からスタート

異常な D--Asp の蓄積につながるものと考えられ

しました。生体膜は、水中の脂質二分子膜からな

ます。今後、同様の速度論解析を、加齢に伴う様々

る界面であり、膜は水分子を巻き込みながら、界

な生理現象の分子論的な解明に応用し、それに基

面で絶えず揺らいでいます。このような溶液を巻
き込んだ界面反応が生命現象に深く関わってい
ることは疑う余地もありません。元々、膜そのも
のの構造や膜を介して起こるドラッグデリバリ
ーに興味を持っておりましたが、溶媒や膜分子あ
るいは薬物・生体分子の揺らぎなど、溶液化学と
の接点を痛感しています。膜の研究に溶液 NMR
を取り入れたのは、筆者が京都大学化学研究所に

図 5. アスパラギン酸の C 側で起こる自発的な
ペプチド結合切断反応

在籍していた 90 年代後半からですが、そのコン
セプトは現在でも健在です。溶液化学シンポジウ
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ムに参加する機会を頂いたのもその頃からで、以

[2] N. Yoshii, E. Okamura, J. Phys. Chem. B, 115,

来、筆者のような溶液化学を専門としない者に対

11074-11080 (2011).

しても真摯に議論をいただき、研究会の先生方に

[3] E. Okamura, Y. Takechi, K. Aki, J. Oleo Sci., 63,

は感謝しております。今後、in-cell NMR による生

1149-1157 (2014).

きた細胞への物質輸送、水と膜の界面が関与する

[4] N. Yoshii, E. Okamura, Chem. Phys. Lett., 474,

様々な生理現象を新しい切り口から解明するこ

357-361 (2009).

とを目指すとともに、それらの分子情報を、医学、

[5] N. Yoshii, T. Emoto, E. Okamura, Biophysics, 7,

薬学の立場から創薬への糸口として応用するこ

105-111 (2011).

とができればと考えています。引き続き、先生方

[6] Y. Takechi-Haraya, K. Aki, Y. Tohyama, Y.

のご指導、ご鞭撻をいただければ幸いです。

Harano, T. Kawakami, H. Saito, E. Okamura,

最後になりますが、本年の第 40 回溶液化学シ

Pharmaceuticals, 10, 42 (2017).

ンポジウムは、ご当地、姫路で開催されます。会

[7] Y. Takechi, H. Saito, E. Okamura, Chem. Phys.

場は、昨年リニューアルされた姫路城の目の前で

Lett., 570, 136-140 (2013).

す。多くのご参加をお待ちしております。

[8] Y. Takechi, Y. Shintani, D. Kimoto, E. Okamura,
Membrane, 40, 38-45 (2015).
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＜第 40 回溶液化学シンポジウムのご案内＞

会期： 2017 年 10 月 18 日(水)–20 日(金)
会場： イーグレひめじ（あいメッセホール）

〒670-0012 姫路市本町 68-290

主催： 溶液化学研究会
共催： 日本化学会、日本分析化学会、日本高圧力学会、電気化学会
後援： 姫路市、姫路市教育委員会

討論主題：
「溶液の物性と構造、溶液内の分子間相互作用と分子構造、生体分子と水、イオン液体、溶液反応などの
溶液に関する諸問題」

プレシンポジウム
日時： 2017 年 10 月 17 日(火) 午後
場所： イーグレひめじ（あいめっせホール） 〒670-0012 兵庫県姫路市本町 68-290

・参加登録・発表申込開始： 6 月 1 日(木)
・発表申込締切： 7 月 31 日（月）必着
・予稿原稿締切： 8 月 31 日（木）必着
・参加登録予約申込締切： 10 月 2 日（月）
・発表形式： 口頭発表・ポスター発表 (プログラムの編成は実行委員会にご一任下さい。
口頭発表の申し込み多数の場合はポスター発表に変更していただく可能性があります。)
口頭発表のスライド(ppt)や ポスターは、英語での作成を推奨しています。
・ポスター賞： 35 歳以下の PD および学生のポスター発表講演者を対象にポスター賞を選考します。
対象者は講演申込時に申し出て下さい。

・参加登録費： 一般 5,000 円（当日 6,000 円）, 学生 3,000 円 (当日 3,000 円)
・懇親会： 10 月 19 日（木）灘菊酒造 「西蔵」
・懇親会会費： 一般 6,000 円（当日 7,000 円），学生 3,000 円（当日 4,000 円）

詳細はホームページをご覧ください。
http://www.solnchem.jp/sscj/40/index.html
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＜溶液化学研究会

2016 年度収支決算書＞

1) 収入の部
前年度繰越金
利息

712,225 円

62 円

溶液化学研究会年会費(振込手数料差し引き分)
要旨集販売料

323,860 円

2,000 円

第 39 回溶液化学シンポジウム実行委員会より寄付

195,504 円

--------------------------------------------合計

1,233,651 円

2) 支出の部
通信費(ニュースレター、会員名簿送付料ほか)

23,900 円

宅急便送料 3,456 円
レンタルサーバー等契約料

9,699 円

WWW 管理費(2015 年 10 月～2016 年 3 月分および 2016 年 4 月～9 月分として) 120,000 円
第 39 回溶液化学シンポジウム経費 67,512 円
EMLG/JMLG2018 準備委員会経費
事務補佐謝金

18,560 円

60,000 円

振込手数料 2,104 円
次年度繰越金

928,420 円

-----------------------------------------------合計

1,233,651 円
以上

※年会費 2,000 円のお支払いをお願いいたします。今年度の名簿と共に請求書と振込用紙をお送りさせ
ていただきます。過年度におきまして年会費未納分がおありの会員の方には、請求書にその旨を記載
させていただいておりますので、今年度分と合わせてお振込みくださいますよう、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
発行所： 溶液化学研究会
http://www.solnchem.jp/
〒606-8502

京都市左京区北白川追分町

京都大学大学院理学研究科化学専攻
光物理化学研究室内

溶液化学研究会事務局

Tel: 075-753-4026 Fax: 075-753-4000
e-mail: jimukyoku@solnchem.jp
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