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ピコバイオロジー 

	 ピコバイオロジーは、生物学的に重要な現象を駆動するタンパク質を同定し

て構造をピコメートルの精度で決定し、そのタンパク質が触媒する反応を化学

の方法論で解明する生物学である。そこでは、細胞生物学の方法論に加えて構

造生物学の方法論の柱である結晶構造解析、さらに振動分光解析が主な研究手

法である。 
	 すべての生命現象はタンパク質の駆動する化学反応である。したがって、生

命現象を理解するためにはタンパク質の機能メカニズムを明らかにする必要が

ある。タンパク質はヒトに数万種類以上存在し、それぞれ独特な働きを担う。

それゆえ、ある生命現象を理解しようとすると、まずそこで働いているタンパ

ク質を同定しなければならない。同定されたタンパク質は言わばブラックボッ

クスであり、A という分子を B という分子に変換することが生化学的研究から
わかっても機能メカニズムは不明である。生命現象を理解するためには、この

ブラックボックスのしくみを解明する必要があり、そのためには構造解析が必

要である。１つの方法は結晶構造解析であり、タンパク質の立体構造が 10 pm 
(0.1Å)の精度で決定される。これによりタンパク質の機能部位やアミノ酸の空間
配置がはっきりする。すなわち、特異的な反応の構造基盤が明らかになる。し

かしこの分解能ではブラックボックスのしくみを解明するには不充分である。

ブラックボックスのしくみを明らかにするためには、さらに振動分光解析が必

要であり、得られる 1 pm (0.01Å)の精度の構造情報が機能部位の化学的反応性
の違いを検出するために必要である。結合距離が 1 pmでも長くなると結合はよ
り不安定になる。これはすなわち、より高いエネルギーを持つことを意味し、

反応性が高いことを表す。機能部位のエネルギーと反応性の相関については量

子化学計算を利用して求める。結局、ピコメートルの精度で構造情報を決定す

ることが機能メカニズムを解明するために必須である。 
	 タンパク質が化学反応を触媒するときその構造が変化する。X という構造か
ら Y という構造へ変化するときどのような経路を辿るのか、これをはっきりさ
せることはブラックボックスのしくみを解明するために不可欠である。図１(A)
に化学反応を触媒する時のタンパク質の構造変化を示す。経路１を通る場合と

経路２を通る場合、タンパク質はそれぞれ X→A→B→Y または X→C→Y とい
う構造変化をする。ピコバイオロジーでは Xと Yという安定状態にある構造を
結晶構造解析で捉え、振動分光解析により A、B、Cなどの短寿命種を捉えるこ
とにより経路１を通るのか経路２を通るのかを決定する。X、Yなどの安定状態
に対しては結晶構造解析により立体構造を決定するとともに、さらに振動分光

解析により機能部位の化学的反応性も決定して、機能メカニズムを明らかにす
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る。図１(B)に２つの経路のエネルギーダイアグラムを示す。構造 Xと Yは共通
であるが、経路１（左図）と経路２（右図）で途中の道筋が異なる。A、B、C
のエネルギーがなぜ異なるのか、その間のエネルギー障壁がなぜできるかにつ

いては量子化学計算により明らかにする。このようにピコバイオロジーではタ

ンパク質の触媒する反応ステップを１つずつ明らかにし、その駆動する化学反

応メカニズムを解明して生命現象をピコメートルレベルの構造に基づいて明ら

かにする。 



 3 

図１．タンパク質の構造変化 X→Y の経路模式図 （A）X→Y の２つの経

路 （B）エネルギーダイアグラム
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ピコバイオロジーに関する質問（Q）と答え（A）	 

 
Q1：結晶構造解析とはどのような方法でしょうか？ 
A1 : タンパク質の結晶に X線や電子線を照射し、回折現象を利用して電子の空

間分布を調べ、タンパク質を構成する原子の座標を決めることによって立体構

造を決定します。分解能は 10 pm程度です。光源として SPring-8などの放射光 X

線が用いられますが、X 線自由電子レーザー（SACLA）も使われるようになっ

てきました。また、中性子線を照射して原子核の位置を決定しタンパク質の立

体構造を解析する中性子回折法も有力な手法です。強力な中性子源として

J-PARKの施設（MLF）があります。 

 
Q2：振動分光解析とはどのような方法でしょうか？ 

A2 : いかなる分子も構成原子が振動しています。その分子振動は原子間の距離

や角度の変化を含んでおり、振動数はこれらの平衡値を維持する力を敏感に反

映します。距離の差については 1 pmの分解能があります。分子の振動数を測定

するのが振動分光解析であり、ピコバイオロジーでは共鳴ラマン分光や赤外吸

収分光が用いられます。重要なことはこれだけの分解能があるとタンパク質の

機能中心の化学的反応性が検出可能であることであり、この点が結晶構造解析

のデータに加えて振動分光解析が必要な理由です。化学の分野では化合物の性

質を調べる常套手段の１つです。 

 

Q3：分子振動において原子が振動しているとのことですが、その場合原子間距

離とは平均値を測定することになるのですか？また、振動変位の大きさと振動

分光解析の分解能の関係はどうなっているのですか？常に振動して動いている

ものの位置を 1 pmの精度で決められるものかどうか心配になります。 

A3 : 最初の質問については、その通り平衡核間距離を測定します。あとの質問

にお答えするために、まず分子振動のおさらいをしましょう。分子は平衡位置

を中心にその構成原子が振動しています。最も簡単な分子は 2原子分子です。

このモデルとして 2つの重りがバネでつながって伸びたり縮んだり（伸縮振動）

する調和振動子モデルを図 S1(A)に示します。図に示すように平衡核間距離にお

いてエネルギーが最小であり、伸びても縮んでもエネルギーが大きくなり平衡

位置に戻ろうとする力（復元力）が働き、振動します。平衡核間距離から振動

変位 dだけ伸びたり縮んだりする運動を繰り返します。ですから分子振動に伴

い核間距離は最大 2dだけ変化します。dは 0.3 pm〜1.5 pm程度です。(A)に示す

のは古典論の取り扱いです。実際の分子に対する量子論に基づいた図を(B)に示

します。分子は v = 0で示される最低エネルギーの振動準位に存在し、その状態
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は波動関数ψで表されます。ψ2が存在確率であり、当然のことながら平衡核間距

離での存在確率が最大になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

図 S1.	 分子のポテンシャルエネルギー曲線と平衡核間距離	 	 
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振動変位は平衡核間距離を中心にして波動関数の左右への広がりで表されます。 

	 いよいよ本題に入りましょう。図 S1(C)をご覧下さい。ここに分子 1と分子 2

に関する 2つのポテンシャルエネルギー曲線を示します。図 S1(A)および(B)で

は抛物線でしたが、実際の分子をより良く表すモースポテンシャルとしました。

V1(r)と V2(r)はともにモースポテンシャル形（a × {1 – exp (b × (r - c))}^2）で

すが分子の置かれた環境により a、b、cのパラメーターが変化するため V1(r)は

幅が狭く、V2(r)は幅が広くなっているとします。その幅に応じて振動変位（d1

と d2）も異なります。振動分光解析においては振動数の違いに基づき。r1と r2

の違いが 1 pmの精度で検出可能です。一方、振動変位をそれぞれ d1 = 0.40 pm、

d2 = 1.50 pmであることも図に示すようにポテンシャル関数の形によっては起こ

り得ますが、この d2は 1 pmより大きくなっています。しかし、r1と r2が区別で

きることによりこれらの分子の化学的反応性の違いは検出可能です。言い換え

ると平衡核間距離の測定精度が 1 pmであることと原子の位置がそれ以上に変化

する（2d2 = 3.00 pm）ことは矛盾しません。このことは振動分光学の分野では確

立されたことです。したがって、「分子振動により常に変化する原子間距離を 1 

pmの精度で決められるのか？」という点はご心配に及びません。冒頭に述べた

ように平衡核間距離の違いが 1 pmの精度で区別できることが重要なのです。 

 

Q4 : ゆらぎ
．．．

という用語があります。ゆらぎは実験的にはどのように検出される

のですか？さらに、ゆらぎとタンパク質の機能に関係はあるのでしょうか？ 
A4 : ゆらぎの大きさは時間的、空間的に階層性があり、タンパク質ではアミノ
酸残基の回転などの速い局所的ゆらぎ、それより遅い時間領域における 3 次構
造のふらつきやヒンジモーション（どこかを蝶番のようにしてばたつくような

動き）などがあります。図 S2に分子の２種類のポテンシャルエネルギーと得ら
れる振動スペクトルの概念図を示します。図 S2(A)はエネルギーの極小点が１つ
だけ存在するポテンシャルであり、得られる振動スペクトルは図 S2(A’)のよう
なものになります。次に図 S2(B)のように極小点が２つ存在するポテンシャルで
は核間距離の短い構造（r = rS）と長い構造（r = rL）が存在します。核間距離

が短い方が結合は強く振動数が高いので、振動スペクトルには図 S2(B’)のよう
に２つの信号が観測されます。ゆらぎとはこの２つの構造間の行き来を意味し

ます。一般には２つ以上の複数の構造間の行き来です。タンパク質にはこのよ

うなエネルギー極小点が複数あって、間に存在するポテンシャル障壁が室温程

度で越えられる場合、複数の構造間でゆらぐことになります。複数の構造の中

の１つが酵素反応の進行に有利に働くことがあります。このようなゆらぎには、

酵素に対する基質の結合、結合したあとの反応の進行、O2のヘモグロビンへの

脱着等生理的反応に不可欠なものがあります。タンパク質はポテンシャルの極
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小を複数持つことができる点に特徴があり、合成ポリマーには無い性質です。

振動分光解析はゆらぎに関与する複数の構造を図 S2(B’)のように区別できるの
で強力です。 
 

図 S2.	 分子のポテンシャルエネルギー曲線と振動スペクトル	 
（A）１つの極小点を持つポテンシャルエネルギー１、（A’）A に示すポテンシャルエネル
ギーの分子の振動スペクトル、（B）２つの極小点をもつポテンシャルエネルギー２、（B’）
Bに示すポテンシャルエネルギーの分子の振動スペクトル。（A）、（B）の縦軸および（A’）、
（B’）の横軸の Eはエネルギーを、（A）、（B）の横軸の rは核間距離を表す。r1、rS、rLは
平衡核間距離、hν1、hν2S、hν2Lは振動エネルギーを表す。（νn (n = 1, 2)はポテンシャルエ
ネルギー関数 Vn(r)のもとで得られる振動数、rSと rLの添え字の S と L は短い平衡核間距
離（Short）と長い平衡核間距離（Long）を示す。）(A’)と(B’)の各信号の幅の違いはここで
は無視する。 
 
	 以上の話はタンパク質のゆらぎについてです。ここで、溶媒である水のゆら

ぎについて考えましょう。酵素タンパク質は水の中で特定の立体構造をとりま

す。タンパク質が機能するためには水が重要であることは言うまでもないこと

ですが、その水はゆらいでいます。水のゆらぎとは水分子同士の水素結合が形

成されたり切れたり、水素結合の強さや角度が変わったり、水素結合の相手が

変わったりと、組んず解れつの様相でゆらいでいることを言います。そして、

ある瞬間に様々な状態の水分子が存在するので、たとえば水の O−H伸縮振動に
由来する振動スペクトルは幅広い信号を与えます。すなわち、ゆらぎは信号の
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幅として検出されます。このとき、振動数の中心値と幅すなわち信号の形は一

定ですが、個々の水分子を観察するとその振動数は刻々と変化しています。一

般の化学反応は均一系で起きますが、そのような系では、水のゆらぎは反応に

影響を与えます。しかし、タンパク質の形作る機能部位は水のゆらぎの影響を

受けないようにしつらえられています。確かにタンパク質の表面では水分子が

衝突したり水素結合が組み変わったりと海の波打ち際の様相でゆらいでいます。

しかし、機能部位がどうなっているかというと、タンパク質の内部にある機能

部位はこれまでの研究から溶媒の水が入り込めない構造であることがわかって

います。一方、タンパク質表面に存在する親水的な機能部位であっても、そこ

に存在する水は制御された水
．．．．．．

であることがわかっています。したがって、タン

パク質の機能部位はどのような場合でも溶媒である水のゆらぎが直接影響を与

えないようになっているわけです。これはタンパク質の１つの存在意義と考え

られています。仮に水のゆらぎの二次的な影響を受けてもそれを含めた機能部

位の構造を 1 pmの精度で測定することができるのが振動分光法であり、そうし
たものの影響下での化学的反応性の違いが検出できるわけです。 
 
Q5：タンパク質の機能中心にはどのようなものがありますか？ 
A5 : タンパク質の機能中心には、アミノ酸残基、ヘムやレチナール等の各種補

欠分子、金属中心等があります。分解して取り出すと同じ種類のアミノ酸、同

じ種類の補欠分子であってもそれぞれがタンパク質内で置かれている環境の違

いによって異なる化学的反応性を示します。 

 

Q6：「化学的反応性の違い」が振動分光解析で検出される例を教えて下さい。 
A6 : ヒトの血液中には好中球があり、病原性微生物を殺菌するため O2

・-（スー

パーオキシドアニオンラジカル）を発生します。一方、そのもとになる O2に殺

菌作用は有りません。すなわち、これら２種類の酸素分子種の化学的反応性は

電子を１つ余分に持つかどうかで異なります。O2
・-と O2の O-O結合距離はそれ

らの伸縮振動を観測した振動分光解析によればそれぞれ 128 pmおよび 121 pm

です。この 7 pmの違いがこれら２つの酸素分子種の化学的反応性の違いを反映

しています。 
 
Q7：ピコメートルレベルの構造変化が引き金となってタンパク質の機能が調節

される例を教えて下さい。 

A7 : ヘモグロビンを例に説明しましょう。ご存じのようにヒトのヘモグロビン

は肺から全身へ酸素分子を運ぶ生理的に極めて重要なヘムタンパク質です。こ

の機能を果たすためヘモグロビンでは酸素に対する親和性の低い構造と高い構
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造のスイッチが行われます。このスイッチが働かないと機能を果たせません。

このスイッチはヘム鉄とヒスチジンを繋ぐ結合（Fe-N）の 1〜2 pmの違いによ

ることが振動分光解析により検出されました。 

 

Q8：化学の方法で明らかにする、というとピコバイオロジーは化学ですか？ 

A8 : いいえ、生物学です。ピコメートルレベルの構造解析によりタンパク質の

機能メカニズムを明らかにし、生命現象を理解しようとしますが、取り扱うの

はあくまでも生物学的意義の高い反応・現象です。 

 
Q9：ピコバイオロジーというと対象が分子・原子だけのように聞こえるのです

が、そうではないのですね？ 

A9 : 違います。生体エネルギー変換、発生や分化、細胞周期、脳などの高次系

などを含む重要な生命現象を分子レベルで理解しようとします。分光学、結晶

学、量子化学計算など物理化学的方法を駆使する最先端の生物学です。 

 
Q10：ピコバイオロジーでは、振動分光解析が重要であると強調されていますが、

振動分光学の分野に革新をもたらすのですか？ 

A10 : いいえ、振動分光学に革新をもたらすのではありません。あくまでもタン

パク質に対してこれまで考えられなかったくらい高精度の振動分光解析を行い、

アミノ酸１個のレベルで化学的反応性を明らかにすることによって生命現象を

理解しようとするものです。兵庫県立大学生命理学研究科では１０年以上かけ

て水溶液中のタンパク質の赤外スペクトルが測定可能な装置を作り上げました。

吸光度のバックグラウンドが 2 ODである波数において 20 µODの吸光度差を検

出可能です。すなわち 10-5の検出精度を持っています。実際、アミノ酸 2,000残

基のうちの 1 残基の構造変化が検出可能になっています。これは以前は考えら

れないくらい高い実験精度であり、この装置により A11 で述べる成果を挙げま

した。また、共鳴ラマン分光法は選択的に補欠分子の振動スペクトルを浮き彫

りにする方法であり、補欠分子を持つ低濃度かつ微量のタンパク質試料の振動

分光解析において強力な測定法です。本研究科の共鳴ラマン分光設備は励起波

長として 200〜800 nm が使用可能であり世界最大規模です。さらに所属する研

究者の培ってきたノウハウと相まって、ほとんどすべての色素タンパク質およ

び活性部位モデル金属錯体に適用可能です。ここで生み出された新しい振動分

光解析の実験技術と工夫は世界中へ発信されています。 

 
Q11：チトクロム c酸化酵素は酸素分子を水にまで還元する反応で得られるエネ

ルギーを用いてプロトンポンプを行うそうですが、このような複雑なタンパク
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質についても研究は進んでいますか？ 

A11 : このブラックボックスについては、酸素の還元反応がプロトンポンプとい

かにして効率よく共役しているかという点が謎の１つです。効率よく共役させ

るためにはブラックボックス内各部位での構造的かつ時間的連携が必要です。

最近、結晶構造解析によって明らかにされた構造基盤に基づいてヘムからプロ

トンポンプのゲートに至る構造変化の連携が振動分光解析により解明されまし

た。このようにピコバイオロジーでは、化学反応そのもののメカニズムばかり

でなく、ブラックボックス内の調節メカニズムも明らかにし、生命現象に対す

る理解を深めます。 

 
Q12：図１において経路１か経路２かを決定することは、それほど重要なことな

のですか？ 
A12 : はい、非常に重要です。たとえば、途中に現れる短寿命種（A、B、C な

ど）の性質によっては、生物学的に意味のある経路であったり、そうでなかっ

たりします。また、生物学的により好ましい経路が存在し得る場合、その経路

を通るよう仕向ける化合物は薬にもなります。 
 

Q13：図１について質問します。経路 1 を調べるのに結晶構造解析で安定な X

と Yの構造を決定し、A、Bなどを振動分光解析により調べるようですが、同時

に Xと Yも振動分光解析を行うと述べられています。すると、振動分光解析だ

けですべて解決するのではありませんか？ 

A13 : いいえ、違います。是非両方の方法が必要です。結晶構造解析と振動分光

解析の分解能はそれぞれ 10 pmおよび 1 pmであり、振動分光解析の方が高くて

機能中心の化学的反応性を決定することができます。しかしながら、振動分光

解析によりタンパク質の立体構造を決定することは不可能です。相補的情報を

与える２つの方法がピコバイオロジーにおける構造解析技術として必須です。 

 
Q14：細胞生物学とピコバイオロジーの関係が良くわかりません。 

A14 : 生命科学は大きく構造生物学と細胞生物学に分けることができると思い

ますが、ピコバイオロジーは、細胞生物学において生物学的重要性が認められ

た生命現象を駆動する反応を構造生物学の方法論で解明する生物学です。細胞

生物学はじかに生物に接して、生物学的に重要な現象の発見、その現象を引き

起こすタンパク質の同定、そのタンパク質が触媒する反応の同定、そのタンパ

ク質の単離法の確立、分子としての性質の決定等が行われます。これらの実験

は極めて多様な方法論からなっています。その各発展段階で研究者は、どのよ

うな生命現象も最終的には化学の言葉で説明されるべきであるという考え方を
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共有しながら、そのような理想の実現に向けて最もふさわしい努力をします。

こうした考えにもとづく細胞生物学は、ピコバイオロジーにおいて構造生物学

と共に車の両輪をなすものです。 

 
Q15 : 最近、ナノバイオロジーという言葉を聞く機会が多いのですが、ピコバイ

オロジーとナノバイオロジーの違いを教えて下さい。 

A15 : タンパク質やその集合体を分子機械と呼ぶことがありますが、1〜100 nm
の大きさの範囲を対象としてその機械のしくみを研究するのがナノバイオロジ

ーです。1 nmは 1000 pmに当たるわけですからピコバイオロジーより一段粗
い分解能ですが、ナノバイオロジーでしか観察できない現象もあります。たと

えば、分子機械の部品がくるくる回ることにより化学反応が触媒されたり、化

学反応のエネルギーを使って物質が輸送されたりする面白い現象です。ナノバ

イオロジーの分野では特別に工夫された新規光学顕微鏡や原子間力顕微鏡など

の測定法が用いられています。また、観測するだけでなくタンパク質を操作す

ることも行われています。しかし、機能メカニズムに視点を置き、なぜ回転が

起きるのか、なぜ物質が輸送できるのかを理解しようとすると、機能部位の構

造をピコメートルの精度で測定することが必要になります。したがって、ナノ

バイオロジーは A14で述べた細胞生物学の各発展段階において分解能の点で比
較的ピコバイオロジーに近い位置にあるが、方法論や観察対象が異なる分野で

あると言えます。 
 
Q16 : 構造生物学では NMR（核磁気共鳴分光）がタンパク質の溶液中での構造

を精密に決定できる優れた方法だと聞きましたが、ピコバイオロジーでは NMR
を使わないのですか。 
A16 : NMRは対象とするタンパク質の大きさが有る程度以上大きくなると高分
解能の構造決定が難しくなります。したがって、ピコバイオロジーでの適用対

象は余り広くありません。もちろん、おっしゃるように構造生物学において非

常に強力な手法であることに変わりありません。 
 
Q17：ピコバイオロジーにおける研究を巨視的な系に例えるとどうなりますか。 

A17 : 図 S3を用いて解説を試みましょう。この図のタイトルをブラックボック

スの機能メカニズムを調べる、としました。図の左側は、我々の生活に欠かせ

ないすなわち重要性が認められた時計です。普段は機能メカニズムを気にする

ことも無いかもしれませんが、ここでそのしくみを探ってみましょう。まずは

蓋を開けてみるでしょう。そしてテンプや歯車などが動いている様子を観察し

て、テンプにより単位時間が正確に刻まれるしくみがわかるでしょう。 
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	 次に図の右側はピコバイオロジーにおけるチトクロム c酸化酵素の研究です。

ブラックボックスのしくみを知ろうと思ったら、まず結晶構造解析を行います。

これは時計の例では蓋を開けてみることに対応します。次に、実際に反応させ

てみて振動分光解析によりタンパク質各部位が時間的・空間的に変化する様子

を観測します。これは時計の例では部品の動きを観察することに対応します。

振動分光解析は止まった状態でも動いている状態でも 1 pmの分解能を持ってい

ますので、結晶構造解析で得られた構造基盤をもとに化学反応が進行する様子

をはっきり捉えて解釈することができます。このようにして酸素還元反応とプ

ロトンポンプ反応の共役メカニズムに対する理解が深まります。 
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図 S３．ブラックボックスの機能メカニズムの研究 


