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国立大学法人秋田大学　男女共同参画推進室長…　…………

渡　部　育　子

　文部科学省科学技術人材育成費補助金・女性研究者研究活動支援事業では次世代育成が重要な課題の

ひとつとなります。秋田大学「大学間連携と女性研究者支援in秋田」では2011年12月22日に株式会社ニッ

ピバイオマトリックス研究所・所長の服部俊治氏を講師にお招きし、学生・大学院生・研究者の方を対

象に、サイエンスセミナー 2011「マンモスからコラーゲンがとれました」を開催しました。

　資料のスライドには専門用語やグラフなどが多く用いられ、難しいように見えますが、マンモスの化

石というだけで、そこにロマンを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。コラーゲンと聞いた

だけで、興味をそそられるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本冊子は当日の講演を再現

したものです。ロマンから科学の世界へ入っていただければ幸いです。

　また、翌23日開催の中学生・高校生と保護者の方を対象に、親子でサイエンス2011「女性研究者に

よるコラーゲン研究の最前線」を開催し、その内容を冊子にまとめました。本冊子とあわせてお読みく

だされば嬉しく存じます。

ご　挨　拶



−3−



−4−

妹尾）定刻になりましたので、サイエンスセミナ
ー 2011『マンモスからコラーゲンがとれました』
という話をニッピバイオマトリックス研究所の
服部俊治所長にお願いします。
　このセミナーは秋田大学男女共同参画推進室
が主催していて、私共は大学院の方のセミナーを
共催という形でのらせてもらっています。
　服部先生は静岡大学の理学部をご卒業になっ
て、東京医科歯科大学の大学院で永井裕先生とい
う、日本のコラーゲンのパイオニアの先生につか
れて、さらにその下の高名なお弟子さんである林
利彦先生とか、畑隆一郎先生とか、薫陶を受けら
れて、医科歯科大学で助手。それからアメリカで
すよね、留学に行かれて、帰って来てからニッピ
バイオマトリックスに所属されて、その後若くし
て研究所長として、研究の方に専念してらっしゃ
います。
　幅広くコラーゲン等のマトリックスの研究を
されていて、今回はその一つのテーマで、私共と
共同研究をさせてもらっているんですけど、冷
凍マンモスとかそれからマンモスの牙とかから、
コラーゲンが取れて、その生物学的な意味を考え
たりされているので、その一端をお話していただ
くことになりました。
　先生、よろしくお願いいたします。

　服部）宜しくお願い致します。服部と申します。
　ニッピバイオマトリックス研究所という、コラ
ーゲンの化粧品とか、コラーゲンからソーセージ
の皮を作るとか、昔は革を作るとかいう、そうい
う会社に今はおりまして、主にコラーゲンと細胞
の接着とか、ここの横にいる藤崎と一緒にやって
おります。
　私は古いものなどにとても興味がありまして、
偶然７・８年前、妹尾先生に京都の生化学学会で
ばったりお会いした時に「マンモスがあるんだけ
どなんかしない」と言われまして、飛び付きまし
た。
　何がわかるかは全然わからなかったんですけ
ど、私としては面白いと思うことがいろいろ出て
きまして、今日はそのコラーゲンとマンモスの関
係について、お話させていただきます。宜しくお
願いします。
　今日は四つくらいの話に分けてお話させてい
ただきます。まず初めのきっかけというのが、妹
尾先生がサンクトペテルブルクのアカデミーで
名前はシコノフ先生と話をして冷凍のベビーマ
ンモスの臓器、肝臓とか肺があるということで、
こういうものを使ってなにか研究ができないだ
ろうかという話をいただきました。
　それで、せっかく化石で今現生しない動物の臓
器を調べてみるということで、うちではコラーゲ
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ンが一番メインなので、それについて調べてみよ
うと思い仕事を始めました。
　これ、形もちゃんと残っていますからこれを使
って、私たちにサンプルの一部を貰うと同時に妹
尾先生の方では形態学的な研究をされておりま
して、肺組織だとこれは妹尾先生の方が詳しいと
思いますが、肺胞の構造がちゃんと残っていて、
わりと保存のよい組織になっているということ
を見ておられまして、電子顕微鏡で構造をよく見
るとこういう縞模様が見えまして、コラーゲンを
よく知っている人ならすぐにわかる、67mぐらい
の周期構造が見えるということで、これはたぶん
コラーゲン自体が結構保存されているんじゃな
いかというふうに思われました。
　秋田大学の研究では、実際に免疫組織化学的に
見ましても、Ⅳ型のコラーゲンとか、Ⅰ型のコラ
ーゲンが残っている。本当に化石になってしまっ
たら動物ではよくマスコミでも恐竜だの、マンモ
スだのの遺伝子が見つかったとか、マンモスから
遺伝子を再現してマンモスを再生するとか、いろ
んな話が出ています。DNAという遺伝子配列の
情報というのはいろいろあるんですけど、タンパ
ク質の物が残っているというのはあまり話を聞
いたことがないので、このコラーゲンならタンパ
ク質から昔のことがわかるんじゃないかという
ことで、形態学的にもちゃんとかなりコラーゲン
が残っているという証拠ができてきましたので、
その中で我々のできることをやってみようとい
うことにしました。
　いきなり専門的になったり、一般的になったり
して申し訳ないんですけれども、最初アミノ酸分
析というのをやってみました。これは、普通化石
だとタンパク質が全然残っていないんです。タン
パク質と言うのはアミノ酸がつながってできて
いますが、その化石ではほとんどそういう有機物
というのは残っていないんですけども。この組織
では残ってそうだということで、一般的なタンパ
ク質の分析方法の一つである、中に含まれている
タンパク質のアミノ酸の組成を調べてやろうと
いうことが最初のきっかけになります。

　生体で見られるアミノ酸というのは約20種類
あります。アスパラギンとか、トレオニンとか、
セリンとか、グルタミン酸とか、プロリンとか、
グリシンとかありますが、コラーゲンの特徴とい
うのはアミノ酸の組成で非常に特徴的なことが
ありまして、一つは他のタンパク質にはほとんど
含まれていないハイドロキシプロリンというア
ミノ酸がコラーゲンには含まれているというの
がありまして、これがあるとだいたいコラーゲン
があるということが分かります。
　あと、コラーゲンというのは配列が非常に限定
されてまして、グリシン、プロリン、ハイドロキ
シプロリンという、この三つのアミノ酸が非常
に多くて、これ、特にグリシンが最初にあって、
プロリン、ハイドロキシプロリンという、そうい
う三つの組になったものが約333回くりかえされ
ています。アミノ酸としては1000個繋がってタ
ンパク質ができていますので、全体の中の1/3が
グリシンであるということがコラーゲンの特徴
であります。
　冷凍マンモスの場合、肺とか、肝臓とか、生殖
器などのいろんな組織、どの組織を比べまして
も、非常にハイドロキシプロリンが多くて、グリ
シンの量も333に非常に近いということがわかり
ました。
　マンモスはフレッシュなのはありませんから、
例えば牛とか豚の肺のフレッシュな組織だと肝
臓とか非常にハイドロキシプロリンは少ない。非
常にコラーゲンが少ない組織。肺もまあまあ多い
んですけれども、また皮膚だと90％近くコラー
ゲンなんですけども。冷凍マンモスに残されてき
た組織というのは非常に形態的にはちゃんとし
た形を保っているものなんですけれども、新鮮な
組織に比べてとてもコラーゲンが多くなってい
ました。
　つまり、アミノ酸組成的にはやはり随分変質し
ていますが、非常にコラーゲンの含有率が高くな
っているということがわかりました。これはマン
モスの組織が全部コラーゲン量が多いというわ
けではたぶんなくて、他のタンパク質は非常に壊
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れやすくて全然うまく残らなかったんですけど、
コラーゲンは非常に保存されやすいタンパク質
で相対的にコラーゲンが残って、他のタンパク質
は壊れて、コラーゲンだけが残ったと考えられま
す。
　組織の形を見てもこの細胞は残ってなくて、外
の物、枠組みのような構造は残っていて、これは
コラーゲンが外の体のいろんな形をつくるのに
必要ですから、残っているということと一致し
ますけれども、たぶんコラーゲンがよく残ってい
るんだと思われます。コラーゲン量を普通のフレ
ッシュな組織で見ると肺とか、肝臓では非常に低
いんですが、皮膚では多い。マンモスでは非常に
コラーゲン量がどの組織でも多いということで、
コラーゲンが非常に残り易いタンパク質だとい
うことが考えられます。
　これは昔から妹尾さんと一緒に医科歯科にい
た時からよく言われてたことですけど、コラーゲ
ンは非常に丈夫なタンパク質で、一般的なペプシ
ンとか、トリプシンとか、たんぱく分解酵素で分
解されない特殊なタンパク質です。
　そういうことがありまして、非常に安定なタン
パク質だということで組織の中で残っていると
考えられまして、さらにこれについて研究が進め
られるのではないかということで、次に組織から
コラーゲンそのものを抽出してコラーゲンの分
子としてとってきて、分析ができないかなという
ことを考えました。
　色々試しました。コラーゲンの一般的なとり方
というのがありまして、一つは酸性でわりと溶け
てくる。酸性で溶けてくるものを探す。それから
先程言いましたようにペプシンでコラーゲンは
分解されない。他のタンパク質は壊れてしまうと
いうことがあります。ペプシン処理でタンパク分
解酵素で処理するとコラーゲンが取れてくると
いう方法がありまして、この方法を試しました。
　さらにうちの会社で昔開発したもっと厳しい
条件、非常に強いアルカリ性の溶液に入れます。
こうするとさらに他のタンパク質も壊れちゃう
んですけど、コラーゲンだけは残るということ

が知られてまして、これらの方法を使いまして、
この組織からコラーゲンが取れてこないかと思
って、いろいろやってみました。
　随分いろいろやりまして、実際にコラーゲンが
とれてきて、これは実際に牛からとれてきたコラ
ーゲンですけど、これがコラーゲンの非常に特徴
的な電気泳動という方法でタンパク質を分析す
るんですけど、コラーゲンの特徴的なバンドが出
てきますが、冷凍マンモスでは肺、肝臓、どれ
を使っても、酸でも何もとれてきませんでした。
これからペプシンで処理しても何もとれてきま
せんでした。アルカリ処理しても何もとれてきま
せんでした。ということでここからコラーゲンを
とってくることはうまくいきませんでした。
　このセミナーは『コラーゲンがとれました』と
いうことになっているので、後でとれる話も出て
きますが、少なくとも組織を使った方法では冷凍
マンモス組織ではうまくいきませんでした。
　しかし、アミノ酸はちゃんと残っているし、溶
けてこないんだけどたぶんコラーゲンがあると
いうことで、ちょっと乱暴は方法なんですが、非
常に網羅的に見るという方法で質量分析という
方法を使いまして、コラーゲンとしてちゃんと
した分子としてとれてこなくてもいいですので、
無理矢理コラーゲンを分解して、片っ端から質量
分析計というのにかけてしまいました。それで出
てくるアミノ酸配列を正確度がかなり落ちるん
ですけれども、アミノ酸の配列を片っ端から調べ
るという方法を一度やってみました。
　この時には組織を一度熱しまして、コラーゲン
もコラーゲンの構造が変わってゼラチンという
変性したコラーゲンになります。変性したコラー
ゲンになるとタンパク分解酵素で壊れますので、
変性させてトリプシンという、腸にあるトリプシ
ンというタンパク分解酵素で処理して、それで減
らします。
　これはHPLCという方法で溶液系のクロマト
グラフにかけまして、クロマトグラフにかけたも
のについてのピークを片っ端から質量分析で分
析していって、データを蓄積するという方法で網
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羅的に見てみました。
　そうすると分析で一応データベースに照らし
合わせて、どんなタンパク質の断片が見えたかと
いうのが信頼度の高い順番に出てきます。ざっと
見るとやはりコラーゲンα1、α２でもタイプⅠ
のコラーゲン、タイプⅢのコラーゲン、タイプⅩ
のコラーゲンもありますが、コラーゲンがメイン
で、他のタンパク質が非常に出てこないというこ
とがわかりました。
　それからヘモグロビンなどが出てきますから、
血液成分はもともと非常に多いのように思われ
ますが、こういうものが出てきましたから、やっ
ぱり組織に残っているタンパク質のもと、コラー
ゲン、元としてはコラーゲンのⅠ型が非常に多い
ということがわかりまして、コラーゲンというの
は非常に残りやすくて、しかもタンパク質として
分析できるくらい化石サンプルでも残っている
ということがわかってきました。
　ずっと網羅的に見たので、肺組織、それから肝
臓組織、骨、こういうのがあります。肺や肝では
Ⅳ型をちょっと期待したんですが、出てきません
でした。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅺ。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ。
それからⅠ型。マンモスとゾウを比較したかった
ので、インドゾウ、ゾウの組織がありませんかと
妹尾さんにお願いしたところ、北海道の動物園で
したっけ、北大の、いつ死んだかわかんないんで
すけど骨、頭蓋骨をいただきまして、これを分析
して、同じように調べるとやはり骨からもコラー
ゲンがとれてきますし、軟組織からもほとんどコ
ラーゲン成分が出てきたということで、まずマン
モスの軟らかい組織は形態的にはかなり保存さ
れてますし、それでその中ではコラーゲンが非常
にメインなものであるということがわかりまし
た。
　だいたいどんなデータが出てきたかというの
をやりますけども、いろんなデータを全部まとめ
て、これⅠ型のα１という千個あるアミノ酸の中
でどんな配列が読めてきたかというので、緑が非
常によく読めてきた配列になります。
　例えばこの配列だとMASSの信号というのは

こうなりまして、こちらからQGPPGPと配列が
読めてきまして、それで全体でオレンジ、赤と従
って信頼度がちょっと落ちてきますけど、全体の
30％ぐらいカバーできるぐらいの情報が得られ
そうだということがわかりました。
　ただ配列自体はちょっとはっきりしない場所
もあって、データベースと付き合わせるとわかる
んですけれど、マンモス自体の配列がほんとにき
っちりすべて100％正しいかというとちょっとわ
からないところがあります。この方法では限界が
ありますが、30％ぐらいのものがわかってきた。
こちらはα２というやっぱりⅠ型のもう一つの
アミノ酸の配列なんですけれども、こちらでもか
なりの部分が読めてくるということがわかりま
した。
　マンモスとゾウで違う所がないかとかいろい
ろ調べて、α２、タイプⅠのα２のこの場所がち
ょっとマンモスとゾウで違うかもしれないとい
う結果が出てきました。これ２年ほど前に出した
んですけれども、あとでもっと厳しくちょっと
調べるとこの時点ではそう思ってたんですけど、
この事実についてはちょっと今自信がないとい
うのが正直なところです。
　さて、冷凍のマンモスの軟組織から分析では先
程言いましたように、組織的にはマトリックス、
細胞外の枠組み構造が非常によく残っていると。
それでこちらの三浦先生とか、今井先生の仕事で
わかったように、コラーゲンが免疫科学的にもわ
かる。それでアミノ酸の組成からもコラーゲンが
残っていると。
　でもコラーゲンの抽出自体はできませんでし
た。質量分析を使ってコラーゲンがメジャーなタ
ンパクであるということを確認はできましたと
いうところが軟組織を使った結論としてわかり
ました。これがちょっと2年前までにまずできた
ところでした。
　私としましてはコラーゲン自体これから取り
出して、それでちゃんとした分析をもうちょっと
したいなというのがあります。あることはわかっ
たけれども取れなかったというのはちょっと悔
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しかったです。
　それで色々と考えたんですけど、だいたいどん
な組織でもさっきの普通アルカリ法というのを
使えば非常に溶けてくるんですけど、今回の場合
はサンプル自体が結構保存が良かったにもかか
わらず、取れなかったというのはマンモスが放り
出された後にずっとエタノール、アルコールに漬
けた状態で保存されていて、このアルコールによ
って脱水架橋ができて、溶けにくいような状況を
作るので、このサンプル自体は結構元はフレッシ
ュで良かったんでしょうけど、この後の保存的に
はコラーゲンの抽出には向いてなかったんじゃ
ないかなというように思いました。
　特別な処理をしていないマンモスの組織があ
ればなんかできるんじゃないかということで、再
び妹尾先生の方に相談いたしました。
　牙ならいけるんじゃないかということで相談
いたしましたところ、三浦先生があちこち飛び回
ってくださいまして、マンモスの牙を保存してい
る河辺中学校、ここに立派なマンモスがありこの
元のあたりを三浦先生が削ってきてくれまして、
そのかけらを送っていただきました。
　こいつを使おうということで次の仕事を始め
ました。これがこの削っていただいたかけらで
す。数センチ、１センチぐらいかな。
　それからあと１個は妹尾先生がサンクトペテ
ルブルクのお店で買ってきたマンモスの牙に違
いないという置物があって、そのかけらもいただ
きました。
　今年いろいろ資料を探して、カーボン13、炭
素13、12を調べるという方法で考古学の有機物
の年代を測定するという方法。テレビでは見たこ
とあるし、できると思って、ホームページ見まし
たら、この福島のこの白河にある加速器の研究所
というのがありまして、ここで調べてくれるとい
うことがわかりまして、サンプルを送りました。
　そしたらこのAMSという方法で、これ非常に
微量でも炭素の13と12の割合が測れる方法でし
て、この方法で調べていただきましたら、この中
学校のものは約３万年前のサンプル。年代もか

なり特定できてきました。こちらの置物は１万
2700年前という結果が出まして、どうも本物の
マンモスらしいということが分かりまして、この
二つとも使えるなということがわかりました。
　ちなみに北大にあったゾウの骨も一緒に送り
ましたけれども、200年±数十年という値が出ま
した。それがどのくらい正しいかは結構古そうな
骨だったので明治時代のやつだったということ
はないかもしれないですけど、こういう方法でち
ゃんと測れるということがわかりまして、サンプ
ルとしてもちゃんとしているだろうということ
で、これをなんとかしようということになりまし
た。
　方法は先程言ったのと同じような方法なんで
すけども、まず硬い組織なのでリン酸カルシウム
を除くために塩酸で処理をして、わりとぶよぶよ
の骨を作ります。それを酸もしくは、ペプシン、
さっきのタンパク分解酵素で処理します。それで
溶けてきたものを探す。それからさらにアルカ
リ、これはうちの会社で開発した方法で、非常に
厳しい条件で処理をしまして、それで精製してく
ると。最後はエタノール沈殿という方法で精製し
てくるという方法で、とってきてみてみました。
　１番目の酸、２番のペプシン消化では何もでて
きませんでしたが、アルカリ処理でとれたものは
バンドになっているところもありますが、それら
しい、α２、α１はちょっと分解度が悪いですけ
ど、バンドがでてきまして、どうもアルカリ抽出
という方法を使うとどうもかなりちゃんとした
コラーゲンがとれてくるらしいというのがわか
りました。
　これ、コラーゲンの１本、１本が分子量として
10万ぐらいですので、一応MALDI…Massという
方法で質量分析で測りますと、コントロールの牛
のものだと91389という分子量が出てきます。マ
ンモスのものを測ってやりますと91947、この差
がどうかちょっとわかりませんが、ほぼきれいな
分子量10万のタンパク質があるということが分
かりました。
　ただこの辺に１万ほど小さいのがあって、一
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部欠けたのものが切れているのがあるのかもし
れないですけども、こういう形で情報がとれて、
ちゃんとしたコラーゲンがとれてきたらしいと。
それでとれてきてものについてアミノ酸分析を
してみました。
　これが牛のコラーゲンです。こちらがマンモス
からとれてきた、これのアミノ酸分析です。非常
にハイドロキシプロリンの量も他のものとほぼ
同じ。
　それからグリシン、これの値が純度としてだい
ぶ重要ですけれども、322というほぼ全体の1/3
ありまして、非常にきれいなコラーゲンがとれて
きたということがわかって、ちゃんと化石からち
ゃんとしたタンパク質がとれてきたのは初めて
じゃないかなと思っています。
　分析してそういうのが残っていたというのは
ありますけれど、ちゃんと抽出して手にとってこ
ういうものがありますよというふうに外に見せ
られる形でとれてきたのは、初めてじゃないかな
と思っております。
　他のいろんな動物、これはヌタウナギ、サメ、
サケ、カエル、ニワトリ、ウシとか、いろんなコ
ラーゲンをとってきて、分析してますけれども、
このハイドロキシプロリンの量はかなり動物に
よって違っています。
　体温が割と高い動物はハイドロキシプロリン
の量が多いと言われていますが、実際に体温が
42度ぐらいあると言われているニワトリでは高
いですし、ヒトとか、ウシとかでは80から90の
間。カエルとかサケとかだんだん低くなっていき
ます。
　先程のこれだと87ということで、だいたいや
っぱり哺乳類としてリーズナブルな量。さらにそ
この細かい所はこれからやりますけれども、哺乳
類的なコラーゲンの組成があるなということが
わかりました。これ、コラーゲンを綺麗にしない
と比較できないことなので、意味があるかなとい
うふうに思っております。
　つまり、マンモスの牙からコラーゲンを抽出で
きました。アルカリ抽出法というちょっと特殊な

方法ですが、これを使うと分子量10万のコラー
ゲンのα鎖、10万鎖、これが抽出できることが
わかりました。
　アミノ酸分析の結果は哺乳類としてかなり特
徴的なものであるということがわかってきまし
た。せっかく綺麗なのがとれたから次はもっとき
ちっと分析のネタになるなということで、一つや
ってみたのがこれです。
　うちの研究所で質量分析の得意な多賀君とい
う研究員がおりまして、彼にコラーゲンの配列
を比較する方法がないだろうかと相談しました。
ちょうど多変量解析というソフトを買ったし、シ
ステム的にできるんじゃないかなということで
やってみようという話になりました。
　これは１個だけ分析してもあまり意味がなく
て、いろんな動物との比較というのをやりたいの
で、いろんな動物からのコラーゲンをとってきま
した。今までうちの研究所でもいろんなコラー
ゲンをとっていたんですけれども、普通のコラー
ゲンのとり方は酸でとったり、さっきのペプシン
消化でとった方法でした。しかし今回はアルカリ
抽出法という方法でしかとれませんでしたので、
新たにこれらの動物からコラーゲンからアルカ
リ抽出法でとるというのをやり直して、まずサン
プルを揃えました。
　ヒトのコラーゲンでα鎖、β鎖、γ鎖が出ます
が、アルカリ抽出法でとってくると、実際には分
子量が変わってないんですが、電気泳動とはちょ
っと違うように見えてきます。ウシでもとれまし
た。ブタ、ウマ、ラット、ダチョウ、トリ、カエル、
スッポン、それから魚のものはテラピア以外で
は、アルカリ分解ではうまくとれず分析できませ
んでした。タコとかアワビもとれず、進化的に魚
より下の軟体動物、その辺ではできなかったのは
若干残念なんですが、このアルカリ抽出に合わせ
て、いろんなものをとりましたのでこれでMass、
質量分析にかけて多変量解析というのをすると
いうことをしてもらいました。
　方法は先程アルカリ抽出でやりました。
　ゾウの方も牙でやってみたいということで象
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牙、昔の印鑑などがないかとみんなに聞いたけど
なくて、ネット調べてたら象牙堂という京都の会
社がありまして、そこでこちらがタンザニアで、
こちらがアフリカの２カ所で捕れたゾウ、原産地
も教えてくれました。このゾウ、二つありました
のでこのゾウの象牙とマンモスの牙、妹尾さんの
お土産のマンモス牙。それらをアルカリ処理した
コラーゲンについてすべて一部ゼラチンにして
トリプシンで分解して、先程と同じようなんです
けどLC/MSという方法で分析して、全部解析す
るという方法です。
　この出てきたすべてのデータを分子量とその
抽出、クロマトにできた位置というのを比較する
という方法ですべての点をグループ分けをする
という、そういうソフトがありまして、同じサン
プルについて３回ずつ実験したものをグループ
分けして、それぞれ近似、どことどこが近いかと
いうのを見るというのは結果がこちらになりま
す。
　この横軸が第１次のスコアになりまして、こち
らがメインの差になりまして、同じ近い中の差を
この縦軸で見るという、方法ですから一義的には
こちら。第２次的にこちらという形で分離がされ
ます。
　それで全体の配列を見てみますと、ここが河辺
中学校で貰ってきたマンモスがこの三つ。測定間
の誤差は結構少なくちゃんと揃っています。
　それからこいつがお土産マンモス。それからこ
いつがゾウの円柱と角柱のやつ。やはりマンモス
君とゾウが結構近い所にあって、どちらも一つの
グループを作っています。
　それからここがウシとそれからヒト、ブタ、ウ
シのちょっと違う処理をしたウシのこれはサン
プル。それからラット、それからウマ、ここら辺
哺乳類としては一つのグループになっています
が、こちらの方向に非常にまず分類がありますの
で、哺乳類としてはかなり近い所に全体はきます
が、やはりマンモスがゾウに非常に近い所にある
と。
　この差がヒトとラットの差がこれで、マンモス

のこの差がどうかというのはちょっと不思議と
言えば不思議なので、今後検討の可能性もありま
すが、とにかくこういうグループ分けができま
す。
　さらにこれがポツンとあるのがテラピアで魚
になりますね。ここがカエル。ここがスッポンと
ニワトリとダチョウ。このやっぱり爬虫類と鳥類
ってコラーゲンが結構近いなと、意外と面白いな
と思いますが、こういうグループができました。
　このサンプルは両生類で１個、魚で１個なの
で、群とは言えませんけれどもそれぞれ一般的な
分類群と相関したようなコラーゲンの分析でも
相関したようなことが言えるということがなか
なか面白いなと思います。
　マンモスは実際形態的にもゾウに似ています
が、コラーゲンから見ても相当近いということが
わかってきました。
　個々のアミノ酸配列のデータも比較すること
が、結構大変でまだ全部終わって、解析終わって
ないのですけど一応できます。
　例えばタイプⅠ型のコラーゲン705から725番
目の配列について、この配列が見られたものがこ
の配列、この配列。４種類で差がありますけども、
ウシとゾウ、ヒト、それからマンモス、ブタが同
じ配列でした。
　ここがニワトリとスッポンとダチョウは同じ
配列。さっきの分類と似てますね。
　それからラットとウマはちょっと違うことが
わかります。
　ここが違う、ここが違うということで、具体的
に配列で比較していくこともできます。
　これはデータベースが無かったんですけど、マ
ンモスとゾウに特徴的な配列が見られたという
ものがここにα１の配列の中で見られたとか。一
つ一つ今こういう配列の比較をしているところ
で、これが具体的な質量分析の結果のチャートに
なります。こういうのでこのピークの間の分子量
を見ていくことで、配列を読んでいきます。
　それからゾウとマンモスで違うものが見つか
らなかったかと探しています。
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　まとめとして、抽出したコラーゲンですといろ
いろなことができてきて、コラーゲンの質量分析
によってたり、多変量解析するとこういうゾウ、
マンモス群、その他哺乳類、魚、カエル、ニワト
リと爬虫類が一緒の群、こういうふうに分けられ
て、系統的な差とコラーゲンで追うことができた
感じがします。
　一つ気になっているのが今まだ研究途中です
が、ゾウとマンモス群とその他の哺乳類というの
は近いは近いのですが少しある意味離れていま
す。この離れているのが由来組織の違いで、ゾウ
は牙を使ってまして、その他の動物のⅠ型コラー
ゲンは皮膚からとってきてまして、微妙なⅠ型コ
ラーゲンとしては同じはずですけどもほんとに
微妙な他に入っているコラーゲンのタイプの違
いとか、そういうことで差があるのかもしれない
と思っているので調べないといけないと思って
います。ウシとか、ブタの牙はないんですけど、
骨などの硬組織からとったタンパク質がこっち
のゾウに近くなるのか、やはり種として違うの
か、だから組織の由来で違うのかを見当している
ところです。
　さて、これが最後になりますけれども得られた
コラーゲンの高次構造の情報をいくつか調べて
みました。ほんとうは最初に言わなくてはいけな
かったんですが、基本的にコラーゲンというの
は、細長い分子で、３本のペプチド鎖が撚り合わ
さってできていて、この３本鎖構造が非常に丈夫
な原因になっていて、この何万年経っても壊れて
なさそうだし、それから酵素においても分解され
ないということになってまして、だからこの構造
が非常にコラーゲンの特徴的な高次構造です。
　熱を加えて40℃、50℃、60℃に上げると高次
構造が壊れてゼラチンという、不定形な形になっ
て非常に酵素にも壊れやすい構造になって、高次
構造になるというのがわかってます。この構造に
ついての情報が得られないかということでマン
モスから取ったコラーゲンについて解析をして
いました。
　この解析の方法はグラフでしか出ないんです

けども、円偏光二色性という、これはこういう螺
旋構造があるとそこに偏光した光を当てるとそ
の偏光面が光が偏光面が曲げられるとそういう
性質があって、ランダムな構造だとそのまま偏
光したある一定の波長の光がそのまま進んでい
くという、その光の曲げられ方を調べることでこ
の螺旋構造を調べるという方法なんですけども、
その曲げられ方を調べられることがわかります。
　これ、円偏光二色性という方法で調べることが
できます。そうすると波長ごとに光を当てていき
ますと、３本鎖があるとここに220ナノメートル
の、ここにピークが出る。こういう形のグラフが
得られます。
　一般的にゼラチン、それを熱変性させてしまう
とピークが出ずに真っすぐになってしまうんで
すけれども、こういうピークがあると３本鎖構造
があるというのがわかります。
　これはとってきたマンモスのコラーゲンはこ
ういう線が得られましたので、こいつはコラーゲ
ンのさっきの特有の３本鎖構造を保っていると
いうことがわかりました。
　これ、温度を上げていくとこのピークがだんだ
ん下がってきて、ゼラチンになってしまうんです
けど、下がり方というのを調べることでコラーゲ
ンが何度ぐらいで壊れてしまうか、さっきのゼラ
チンになってしまうかというのがわかります。
　このウシのアルカリで処理と同じ方法でとっ
たコラーゲン見ますと温度が低いとこの上の構
造が、３本鎖構造がありますが、だんだん壊れて
いって最後なくなると。ちょうどこの半分壊れ
た、この構造が半分壊れたところの温度というの
をＴｍって言いますけども、これを測ると35℃
ぐらいになります。
　マンモスのコラーゲンで見てみますとそれが
ちょっと早めに落ちてきて、31℃になります。
若干低いと思われます。いろんな動物の３本鎖構
造が壊れる温度というのを調べることができま
して、ヌタウナギとか、サーモンとか非常に低い
温度で、25.6℃で壊れてしまいます。
　ニワトリとかは42℃ぐらいで壊れます。ウシ
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ももうちょっと低い40℃ぐらいで壊れます。だ
いたい人間も40℃ぐらいで壊れるんですけども、
生きていく時の普通の風邪でも熱が出て、42℃
越したらちょっとまずいとかいろいろあります
けど、コラーゲンも実際これ以上の温度だと耐え
られないようになっています。
　サケなんかはもっと低い30℃ぐらいで死んじ
ゃいます。この温度でないと生きていけないと
いうことで。実際に自分が生きている環境とか、
体温とコラーゲンの温度というのは関係してい
ますので、この差がなんだろうかというのは考え
たいところであります。
　この３本螺旋を持っているということは、実際
に生きていく時の必要な強度を保つための温度
ということで、この温度が何度で変性するかとい
うのは遺伝子ではわからないことで、結局タンパ
ク質からコラーゲンでみないとわからないこと
なのです。いくらこのマンモスの遺伝子全部わか
ったとしても、マンモスが生きていた時にどんな
環境だったのかとか、どういう生理的な条件で生
きていたのかということを調べるのはこの方法
しかないわけで、そういうことがダイレクトに調
べられるかもしれないということで、かなり面白
いんじゃないかなというふうに思ってます。
　これが最後になりますけれども、３本鎖構造で
あることの重要性の一つが、コラーゲンというの
は細胞がコラーゲンにくっついて、インテグリン
というリセプターを使ってくっついて、こうい
うプチプチの構造が見えます。こういう構造で細
胞がコラーゲンにくっつくことができるので、人
間の体も皮膚でも骨でもコラーゲンで骨組み作
って、そこに細胞がベタベタくっついて、体がバ
ラバラにならなくて済むということで、非常に細
胞とコラーゲンがちゃんとくっつくというのは
非常に重要なことです。このくっつく時にどこが
大事かというのは配列の中でもわかってまして、
グリシン、ロイシン、それからハイドロキシプロ
リン、グリシン、アスパラ銀酸、アルギニンという、
似たような構造がいくつかあるんですけど、この
配列構造があるとコラーゲンに細胞がくっつけ

るということがわかっています。
　しかもこの配列があって、しかもこれがゼラチ
ン構造とか、バラバラになってちゃだめで、３本
鎖が巻いた形でこの構造があるというのが非常
に大事で、３番鎖螺旋が巻いた形じゃないと細胞
はうまくくっつけないということがわかってい
ます。
　マンモスのコラーゲンがちゃんと３本鎖巻い
てるから、どうなんだろうと思って、この細胞を
このコラーゲンをまずガラスの培養皿に引いて
おきまして、ウシのコラーゲン、マンモスのコラ
ーゲン、お土産品と河辺中学校２種類引いておき
まして、そこに細胞を撒いてあげます。そうする
と細胞がくっつきます。
　こういう形でありまして、しかもくっついたも
のはインテグリンという、さっきのコラーゲンの
細胞の中でセンサーがあります。センサーがどう
いうふうに細胞の中にあるかというとこういう
形であります。これが典型的にコラーゲンにくっ
つける形でして、このコラーゲンがここにインテ
グリンでくっついて、そのあと細胞の中の骨格の
Ｆアクチンいうのにつながっていまして、それで
細胞がうまくくっついて広がることができると
いうことがわかってますので、普通のコラーゲン
ではできていますけれども、３万年経ったマンモ
スのコラーゲンでもちゃんと細胞をくっつけて
広がることができると。
　２千年前の大賀ハスの花が開いたというのも
ありますけれども、３万年前のコラーゲンもちゃ
んと生理的に生きているというか、使える形で残
っているというのが非常に面白いのかなという
ふうに思っています。
　つまりはマンモスからアルカリ抽出法で得ら
れたコラーゲンは３重螺旋構造を保っていて、変
性温度はウシよりちょっと低目の31℃。このコ
ラーゲンもコラーゲンの重要な生理機能である
細胞の接着性というのを残していて、しかもこれ
はちゃんと特定のインテグリンという装置で認
識される形を残しているということがわかって、
化石サンプルから生のコラーゲンがとれたとい
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うことが非常に面白いと思っています。
　全体のまとめとしては、冷凍マンモスの軟組織
は組織としての構造を保っていた。冷凍マンモス
の軟組織の主要残存タンパク質はコラーゲンで
あった。
　冷凍マンモスの軟組織からのコラーゲンの分
子は抽出できませんでした。ですがこれはたぶん
アーティファクトとしての保存方法に多分問題
があって、うまく新しいサンプルが出てきたら、
妹尾先生に飛んでいただいて、そのままもらって
くるということができるんじゃないかなという
ふうに思っていますが、ともかく牙からとること
ができた。とれたコラーゲンの多変量解析という
のをしますと、ゾウとのコラーゲンの類似性が見
い出されました。
　それからマンモスの牙から抽出したコラーゲ
ンはコラーゲン特有の３重螺旋構造を保ってい
て、その変性が31℃と。これはウシの同じ方法
でとったコラーゲンより３℃低い。
　それからマンモスの牙から得たコラーゲンは
さっきの３重螺旋を保っていて、インテグリンと

いう特別な装置を介した細胞の接着機能を保っ
ていて、そういう生理機能を持つコラーゲンをと
ることができたということがわかりました。
　というのがこの今回の結論で、この中の疑問が
残るものとしてはマンモスとゾウの近縁度がさ
っきのとってきた組織で違うせいか、ほんとに種
として違っていたのか。マンモスの体温というの
が３℃位低い所でも適用していたのかなという
ところがわかると、そういう議論ができるという
のが面白いところだと思っています。
　こういうのは遺伝子で分からない情報だとい
うことを強調したいです。
　たぶん絶滅したもののサンプルとして、化石の
サンプルから生理機能を保ったままでのタンパ
ク質を抽出できたのは、おそらく初めてじゃない
かなというふうに思っております。
　よいチャンスを与えていただき、タイミングよ
くいろんなことができて、もうちょっと組織のと
ころをやったらかなりものが言えるんじゃない
かなと楽しみに思っております。
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