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早水研究室では、ペプチドをグラフェンなどのナノ材料の上に自己組織化させ、エレクトロニクスに応
用する研究を行なっている。本稿では、はじめにペプチドのグラフェン上での自己組織化について説明し、
次にペプチドをエレクトロニクスに応用する方法とそのメリットについて紹介する。また、先生が生体分
子とエレクトロニクスという異なった分野を横断した研究を行なっている経緯についても紹介する。

タンパク質の自己組織化

物は一度作られるとその構造を保ち続け、自発的
に変化することはないが、生体分子は環境の変化

私たちの体は古くなった組織を壊し、新しい組

に敏感に反応して、その形や性質を自発的に変化

織を作るという過程を常に繰り返している。それ

させる。例えば、私たちの体を支える骨は一見硬

は分子スケールから、身長の変化のように視覚的

く、変化のないもののように見えるが、実際には

にわかるほどの大きなスケールにまで及ぶ。体内

骨細胞が骨の古くなった部分を壊し、新しい骨を

でもこの過程は繰り返されており、DNA の情報を

作り続けている。この生体分子の成す自己組織化

もとにしたタンパク質の発現を起点に、血液や骨、

の特性を応用することは、工学における研究の流

筋肉などの組織が作られている。では、これらは

れの一つとなっている。

どのようにして行われているのだろうか。

生体分子を工学に利用すると聞くと、生体材料

生物の体は、ミクロな部分からマクロな部分に

としての応用を連想する人が多いだろう。だが、

かけて、そのほとんどが自己組織化によって作ら

早水研究室ではペプチドの自己組織化を、一見生

れている。そして、骨や筋肉など体組織の大部分

体分子とは無縁な、エレクトロニクスに応用する

はタンパク質同士が集合し相互作用して作られ

研究を行なっている。

る。自己組織化とは、物質が自発的に秩序だった

ペプチドは小さなタンパク質であるため、自己

組織や構造を形成することであり、現代科学にお

組織化をはじめとするタンパク質に類似した性質

いて注目されているテーマの一つである。

をもたせることができる。また、周囲に電子的な

とりわけ生体分子が成す自己組織化には、人工
物には発現しえない特徴がある。一般的に、人工
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影響を及ぼすことができるため、エレクトロニク
スへの応用に適しているのだ。
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ペプチドを自己組織化させる

芳香族部

早水研究室ではペプチドを自己組織化させる基
板としてグラフェンを用いている。グラフェンと
は、黒鉛（グラファイト）の一層分に相当するシー
ト状の物質であり、グラフェンはグラファイトと

H2N

同様に電気を流す性質をもっている。
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ペプチドをグラフェンに並べるというアイデア
は、数年前早水先生がワシントン大学との共同研
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自己組織化するペプチドの配列

究で、グラフェンの上に自己組織化するペプチド
を発見したことに起因する。では、このグラフェ

六角形の構造を読み取ったかのように、グラフェ

ン上に自己組織化するペプチドの特徴について見

ンの特定の三方向のみに伸びている。これは実に

ていこう。

精密な自己組織化といえる（図２）。
このペプチド「YSSY」の Y を、アラニン（A）

自己組織化する仕組み

と い う 芳 香 環 を 持 た な い ア ミ ノ 酸 に 変 え た、

共同研究で発見されたペプチドは分子構造に着

「ASSA」というペプチドの場合どのようになるだ

目すると、疎水部・親水部・芳香族部から構成さ

ろうか。この場合、
「ASSA」は、数時間経過して

れる（図１）
。生体のペプチドを構成する20種類

もグラフェンの上に吸着せず、自己組織化しない

の天然アミノ酸には、それぞれアルファベットが

（図３ー中）
。以上のことから、ペプチドがグラフェ

一つずつ割り当てられている。このペプチドの芳

ンに吸着するときに、芳香環が重要な役割を果た

香族部に相当するアミノ酸配列には、芳香環をも

していることがわかる。

つチロシン（Y）というアミノ酸と芳香環をもた

また、吸着して近づいたペプチド同士が引き合

ないセリン（S）というアミノ酸がそれぞれ二つず

うことで列を成す際には、自己組織化を促す因子

つ使われている。そこで、本稿ではこのペプチド

として、ペプチド間にはたらくファンデルワール

を、その芳香族部の配列から「YSSY」と呼ぶこと

ス力による結合や水素結合、疎水部の互いに引き

にする。

合う力などが考えられる。ここで、「YSSY」の Y

ペプチド「YSSY」は、水に溶かしてグラフェン

をトリプトファン（W）という Y よりも大きな芳

の上にたらすと、グラフェンの表面に吸着する。

香環をもつアミノ酸に変えた、
「WSSW」という

そして、表面を分子運動によって移動して、近づ

アミノ酸配列をもつぺプチドではどのように変わ

いたペプチド同士が引き合って列を成す。こうし

るだろうか。この場合、ペプチドはグラフェンに

てできたペプチドの列は、あたかもグラフェンの

吸着することはできるが、自己組織化は起きない

ペプチド
グラフェン

時間変化
図２

ペプチド YSSY の自己組織化

ペプチド YSSY は、はじめにグラフェンに吸着し、次に表面を這って互いに引き合い、グラフェン上に三角形の模様を成す。
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（図３ー右）
。これは、芳香環が大きいため、ペプ

単に大量のペプチドを作製することができるが、

チドがグラフェンに吸着する力が大きく、動き回

手作業で行う場合に比べて収率が下がるため、貴

ることができないからである。

重なアミノ酸を用いる場合などは手作業で合成を
行なっている。

このように、ペプチドのグラフェン上での自己
組織化は微妙な力のバランスによって決定づけら

ペプチドを化学的につなげる手法を用いれば天

れている。また、疎水部や親水部の配列を変える

然のペプチドだけでなく、人工的に合成された非

ことによって自己組織化の有無やペプチド列のグ

天然アミノ酸をペプチドに組み込むこともできる。

ラフェンに対する方向を変えることもできる。ペ

広く流通している非天然アミノ酸もあるが、ペプ

プチドは、アミノ酸を自由に組み合わせて設計す

チドの自己組織化の可能性を高めるために、早水

ることができるため、ペプチドの形や性質は無数

研究室では一から新規のアミノ酸を設計し、合成

に存在している。すなわち、ペプチドとグラフェ

を行なっている。
早水研究室ではこのように、はじめにアミノ酸

ンを組み合わせたこの材料には、膨大な可能性が
あるのだ。

やペプチドの材料設計を行い合成する。次に、合
成されたペプチドをグラフェン上に実際に並べ、

ペプチドを合成する

どのような振る舞いをするのかを調べる。そして、
作成した材料の物性を評価し、次の材料設計にい

これまで、ペプチドの構成要素には自然界に存
在する天然アミノ酸のみを挙げてきた。一方で自

かすという研究の流れをとっている。

然界には存在しない、人工的に作られた非天然ア
ミノ酸というものも存在する。非天然アミノ酸に

エレクトロニクスへの応用

は、自然界に通常存在しないような性質をもたせ
ることができる。例えば、蛍光基を導入すること

早水先生は、ペプチドがグラフェン上で吸着す

により、蛍光性のあるアミノ酸を合成することも

ることが、グラフェンの電子の分布に対して影響

できるのだ。

を及ぼしているという点に着目した。そして、ペ

生体を介さない化学反応でアミノ酸をつなげて

プチドの自己組織化をエレクトロニクスに応用で

ペプチドを作製する方法は現在、複数確立されて

きるのではないかと考えたのだ。ここからは、ペ

いる。特に、早水研究室ではペプチド合成をする

プチドの自己組織化を応用する方法について見て

際に、手作業だけでなく、時間短縮のために自動

いくことにする。まずは、この応用において重要

合成装置も利用している。自動合成装置では、簡

となるグラフェンの電気的性質とペプチドによる
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図３

各種ペプチドの挙動の違い

芳香環がないペプチドの場合は、グラフェンに吸着しない。また、芳香環が大きいペプチドの場合は、グラフェンに吸着はするが自己組織化
をしない。

Autumn 2015

17

有機・高分子物質専攻

早水 裕平 研究室

グラフェンの電子の分布に対する影響について説

I

明する。

A

グラフェンは導体であるが、単層であるためグ
ラファイトと比べて環境の変化による導電率の変

グラフェン

化は大きい。電界効果型トランジスタ（図４）を
用いてグラフェンの垂直方向に電圧を掛けると、

絶縁体

V

負の電圧を掛けた場合はグラフェン上に電子の抜

導体

けた正孔と呼ばれる孔が生まれ、正の電圧を掛け
た場合は電子が増加するため、抵抗率の逆数に相

図４

当する導電率が大きくなる。ここで、グラフェン

電圧V を変化させることにより、グラフェンの正孔や電子を変化
させる。グラフェンに流れる電流I を計測することで、電圧の変化
が及ぼすグラフェンの導電率の変化を計測することができる。

の面方向に流れる電流 I の大きさは垂直方向の電

電界効果型トランジスタ

。
圧V の絶対値が大きいほど大きくなる（図５ー左）
では、このグラフェン上にペプチドが吸着する
と、どのような変化が見られるだろうか。例えば、

化する（図５ー右）。
このように、グラフェン上にペプチドが自己組

グラフェンから電子を吸引するペプチドがグラフェ

織化したことを、グラフェンの導電率の変化とし

ン上に吸着すると、垂直方向の電圧がない状態で

て電気的に観測することができる。この現象をエ

も正孔が発生するため、導電率が上昇する。この

レクトロニクスに応用しようというのが、早水先

状態でグラフェンに正の電圧を掛けると、正孔が

生のアイデアの一つである。

減少するため導電率が減少する。逆に、負の電圧

ペプチドは周囲の環境変化によってその構造が

を掛けると正孔が増加するので、導電率は上昇す

変化するため、グラフェンに対する電子の供与性

る。結果的にI -V グラフの極小点は何も吸着して

や自己組織化の様子が変わる。この状態変化を、

いない場合に比べて右に移動する（図５ー中）
。ま

グラフェンを通して電気的に観測することができ

た、このペプチドが自己組織化した場合、グラフェ

るため、周囲の環境変化を読み取れるようなセン

ンはペプチドの吸着している部分と、吸着してい

サを作ることが可能である。

ない部分に二分され、グラフェンの電子の分布に

具体的には、ペプチドが自己組織化したグラフェ

偏りが生じる。そのため、グラフェンの導電性を

ンに、一定の電圧を掛けて流れる電流を連続的に

示すI -V グラフは、何も吸着していない場合と吸

観測する。このペプチド上に何らかの物質が吸着

着した場合のグラフを組み合わせたような形に変

すると、ペプチドがグラフェンに与える影響が変

ペプチド

ペプチドが吸着

グラフェンのみ

I

I

0

図５

ペプチドが自己組織化

V

I

0

V

0

V

ペプチドの吸着がもたらすグラフェンの導電率の挙動

グラフェンに電圧を掛けると、導電率が変化する。一方で、ペプチドが吸着するとグラフェンの電子状態が変化するのでピークが移動する。
吸着したペプチドが自己組織化をすると、グラフは先の二つを合わせたような形になる。
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により、従来の検査薬よりも高感度な、がんの早

グラフェン

ペプチド

期発見に貢献できるセンサを作ることができるか
もしれない。
二つ目はペプチドに生体親和性があるというこ
とである。生体分子である細胞や組織などは通
常、無機物などの非生体分子と接触すると、生体
内と同じ状態を保つことができず、場合によって

I

は死んでしまう。近年盛んなバイオテクノロジー
や再生医療などの研究には細胞の電気的観察が役
立つと考えられているが、生体親和性がないセン
t
図６

ペプチドセンサの電流変化

電圧V を固定した状態で、グラフェン上のペプチドを自己組織化
させるような要因を与えると、その要因を電流の大きさの変化と
して検出することが出来る。

サでは、細胞や組織などを生きたまま観察するの
は難しい。一方で、ペプチドは生体分子であるた
め、細胞との相性は非常に良いのだ。ゆえに、細
胞の電気的観察にペプチドセンサを用いれば、今
までの顕微鏡の観察で得られなかった電気的な情

化する。これにより、グラフェンの導電性が変化

報が得られ、新たな発見が可能になることが期待

するので、電流の大きさに変化が起きる（図６）
。

される。

これが早水先生の考案しているペプチドセンサの
一例である。以下ではこのペプチドセンサの特徴
について見ていく。
ペプチドセンサの特性

半導体にペプチドを並べる
グラフェンは、電圧やペプチドの吸着といった
条件を特に与えない状態でも電気を流すため、ペ
プチドが吸着したことによる導電率の変化は数倍

ペプチドを用いたセンサには、大きく二つの長

が限度である。このため、電流の ON、OFF を厳

所が存在する。一つ目は、ペプチドセンサに精度

密に制御することができず、回路のどの部分にも

の高い分子認識性をもたせることができるという

電気が流れてしまうので電気回路への応用には適

ものである。生体内に存在するタンパク質の中に

していない。

は、特定の分子を認識することをきっかけにその

一方で半導体は、電子の供与がない状態では一

構造を変えるものがある。例えば、細胞膜の表面

般的に電気をほとんど通さないが、電子や正孔を

において細胞に取り入れる物質を選別するゲート

与えると導電率が急激に向上する。そこで、ペプ

の役割を担う、イオンチャネルというタンパク質

チドを用いて半導体の導電率を操作するために、

が生体内には存在する。イオンチャネルは通常閉

早水研究室ではペプチドを自己組織化させる層状

じており、外界の物質を細胞内に入れさせないよ

物質として、グラフェン以外にも半導体などのナ

うにしているが、特定の物質が来た時にのみ、自
身の構造を変えて入り口を開け、その物質を取り
入れている（図７）
。
現在、早水研究室では物質を認識することを

外界

外界

細胞内

細胞内

きっかけに自身の構造を変化させ、自己組織化を
制御する機能をペプチドにもたせる研究も行なっ
ている。このようなペプチドを用いることで、そ
の物質に対して鋭敏に反応するセンサを開発する

イオンチャネル

ことができると期待される。例えば、がんに関連

図７

する分子に対して反応するペプチドセンサの開発

イオンチャネルは、物質を認識し、対象を内部に取り入れる。

Autumn 2015

イオンチャネルの概要
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ノ材料も研究の対象にしている。
そのような層状物質の一つに MoS2という半導

複合材料を研究すること

体がある。MoS2は緑色光を当てると赤く光るとい

早水先生は、いかにしてペプチドという生体分

う性質をもっており、MoS2の層を二枚、三枚と重

子と、グラフェンをはじめとする層状物質を組み

ねると光る効率が下がるという特徴がある。これ

合わせることでエレクトロニクスに利用するとい

は、MoS2の電子状態がその層数によって変化する

う考えに至ったのだろうか。先生は、大学院では

ことに起因している。

電気工学の分野である半導体のレーザ研究をして

ここで、MoS2にペプチドを載せると興味深いこ

いた。この頃の研究が現在のエレクトロニクスデ

とが起きる。緑色光を当てたときにペプチドの

バイスの研究につながっている。学位取得後は産

載っている部分が暗くなり、MoS2シートに光の強

業技術総合研究所でカーボンナノチューブの研究

度の違いができるのだ。これには、二つの理由が

を行なっており、早水研究室においてグラフェン

考えられる。一つは、単純にペプチドの吸着によっ

を使用することのきっかけとなった。その後は、

て MoS2の電子が乱されて、発光効率が低下する

アメリカのシアトルにある大学でグラファイトを

という理由である。もう一つは、ペプチドが MoS2

はじめとする固体に吸着するペプチドの研究を行

に電子を与えることにより、MoS2の層を重ねたと

なった。一見無関係に見えるこれらの分野は全て

きと同様に電子状態が変化しているという理由で

早水研究室での研究の基盤になっているのだ。

ある。よって、ナノシートの光り方を観察すれば、

様々な分野を扱っていると聞くと、身に付けな

載せたペプチドの MoS2に対する電子の供与の度

くてはいけない知識や技術が膨大になり大変だと

合いを知ることができる。

思うかもしれない。だが、先生はまず自分の自信

また、MoS2は半導体であるため、ペプチドが並

を持てる分野を一つ開拓し、そこから他の分野へ

んだ部分は電気が流れ、それ以外の部分は流れな

手を伸ばしていくことが必要だという。20世紀に

い、といった具合に電気の流れ方にはっきりと違

研究されてきた科学の現象一つひとつを組み合わ

いが出る。これを利用すれば、ペプチドで MoS2

せて、単独の学問分野では思いつきもしなかった

に電気回路を描くことができる。ペプチドは環境

可能性を見出すのが21世紀の学問の一つの方向性

変化に応じて自己組織化するので、この電気回路

であると先生は考えているのだ。

には、従来の固体の電気回路にはできない、回路

材料研究の魅力の一つは、
「自分が新しい材料を

自体の自動書き換えや、さらには自己学習のよう

作ったとき、その材料に出会ったことがあるのは

な新たな機能が生まれるかもしれない。

世界中で自分ただ一人である」という瞬間を味わ

早水先生は、このような自己組織化する電気回

えることである。そして、その材料の可能性を見

路が、今までの科学では想像もできなかったよう

出して「育てていく」という過程を経るのもまた

なパフォーマンスを見せてくれることを期待して

研究の楽しみだと先生は言う。まさに目の前に誕

いる。私たちが日常から使う HDD やフラッシュ

生した材料が、新しい機能を生み出し世界に羽ば

メモリといった記憶デバイスは、勝手に情報が消

たいていくことを期待して、先生は今日も研究を

えることはない。これはメリットである一方で、

続けている。

情報の必要性を人間が判断して整理していく必要
があるというデメリットでもある。一方で、私た
ちの記憶の神経回路では、情報が不要なものから
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順に失われていく。そこで、自己学習の機能をもっ

取材の際には、多分野に及ぶ研究を行う設備な

た回路を作れば、その回路は生きた神経回路のよ

どを見せていただき、この機会を通して改めて材

うに振る舞うかもしれない。ペプチドの自己組織

料研究の奥深さを伺うことが出来ました。お忙し

化を備えたエレクトロニクスデバイスがもたらす、

いところ、取材や幾度の質問に応じていただきあ

新しい技術の可能性は未知数だ。

りがとうございました。

（手塚 沙也可）
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