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生理学ものがたり第 10回
Na＋�K＋ポンプ電流およびその逆転電位

滋賀医大名誉教授 北里 宏

今何時だろうかと，ふと考える．そのとき自分
の頭が無意識のうちに時間を計測していることに
気づく．時計が常時エネルギーを必要としている
のと同様に，私たちの脳も，何も考えていないと
思えるときでさえ，エネルギーを消費している．
細胞が生きている状態にある限り，細胞内の

Na＋濃度は低く，細胞内のK＋濃度は高い．そして
その一方，細胞内外の電位差はK＋平衡電位に近
い．このことはK＋に働く力に較べてNa＋に働く力
が極めて強い状況を作り出している．この力が細
胞における様々な現象を引き起こす駆動力として
使われている．イオンが動けば電流が流れる．つ
まり細胞内外に形成されているNa＋およびK＋の
濃度差は電流を流す力を蓄えている電池である．
ここから取り出せるものは電流であるが故に，こ
の電池は様々な仕事のエネルギー源として用いら
れる．たとえば，生体外からの情報の受容，心臓
および神経細胞における自発的な電気的パルス発
生，生体内情報通信において重要な役割を果たす
電気的パルスの伝導，素早く結果を出す神経細胞
体におけるアナログ計算，細胞内Ca2＋濃度の調
節，栄養物の取り込み，水の輸送，老廃物の濃縮
といったものである．個体および細胞内構造物の
機械的な移動および化学物質の合成を除く殆ど全
ての分野にこの電気化学電池は関与している．
Na＋�K＋濃淡電池は細胞膜にあるNa＋�K＋ポン

プの働きによって充電されている．Na＋�K＋ポンプ
はATPが加水分解しようとする傾向によって駆
動される．概念的には分かっているが，ATPが加
水分解しようとする傾向とNa＋�K＋ポンプの働き
との量的関係の詳細を我々は知らない．どうして

活動電位の振幅はほぼ 100mVであるのか．これ
がNa＋およびK＋の細胞内外濃度差に由来するこ
とは知っている．そして細胞内外のNa＋濃度比は
ほぼ 1：10 であり，細胞内外のK＋濃度比はほぼ
140：4 であることも知っている．しかし，どうし
てそのような値になるのか．今回はこの点を考え
ることにする．

1．ATP加水分解の化学ポテンシャルからNa＋�
K＋電気化学ポテンシャルへの変換
1）Na＋�K＋ポンプに働く力とNa＋�K＋濃淡電池

に蓄えられたエネルギーの散逸
細胞膜をすり潰し精製したNa＋�K＋ATPase 分

子が水溶液中にある状況とは異なり，細胞膜にあ
るNa＋�K＋ポンプはNa＋およびK＋の電気化学ポ
テンシャルに基づく力が作用している環境にあ
る．この力を無視しては細胞膜におけるNa＋�
K＋ポンプの働きは理解されない．水溶液中の分子
の振舞いを調べる分野は化学者の研究領域であ
る．それに対して，電気化学ポテンシャルが働い
ている場における分子の働きを調べ，これを理解
しようとする分野は，これこそ生理学者の活動分
野である．細胞膜にあるNa＋�K＋ポンプは，1分子
のATPが加水分解を起す度に，3個のNa＋を細胞
内から細胞外へ排出し，2個のK＋を細胞外から細
胞内へ取り込む．3個のNa＋に働いている電気化
学ポテンシャルの力は 3F（E－ENa）�Nであり，ポ
ンプを逆転させる力を正の値であらわすことにす
ると，3F（E－ENa）�N＋2F（E－EK）�Nに負の符
号をつけたものがポンプを逆転させるように働く
力である．一方，2個のK＋に働いている電気化学
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図1 Na+/K+ポンプおよびイオンが受動的に流れる
通路．
Na+/K+ポンプにおいては，Na+の排出ならびにK+
の取り込みとATPの加水分解とは強固に共役して
いる．したがって膜電位を人為的に負方向へ大き
く変化させると，Na+/K+ポンプは逆転し，ADPと
無機燐酸からATPが合成される．自然な定常状態
では受動的に流入するNa+の量はポンプにより排
出されるNa+量と等しく，また受動的に流出する
K+の量はポンプにより取り込まれるK+の量と等
しい．

ポテンシャルの力は 2F（E－EK）�Nであり，Na
＋の場合と同様にポンプを逆転させる力を正の値
であらわすことにすると，この値そのものがポン
プを逆転させるように働く力である．従って全体
として，ポンプを逆転させる力は次のようになる．

ポンプを逆転させる力＝
－3F（E－ENa）�N＋2F（E－EK）�N （1）

Nはアボガドロ数であり，Fはファラディ定数
である．
一方，Na＋�K＋ポンプを順方向へ回転させる力は

ATPが加水分解しようとする傾向に由来するも
のである．自然界では，物は不安定な状態から安
定な状態に変化しようとする．不安定な状態にあ
る物質の量が多いほど，その系全体の安定な状態
へ変化しようとする傾向は大きい．その傾向が力
である．ATPは不安定な物質である．水が存在す
る環境にATP放って置けば，ATPはADPと無
機燐酸 Pi に分解する．平衡状態にある系ではその
系内の構成成分が変化しようとする力（potential，
Fähigkeit）は零である．すなわち平衡状態にあると
きその系の中にATPがADPと無機燐酸に分解
しようとする力はもはや存在しない．平衡状態か
らの隔たりが大きいほどその力は大きい．すなわ
ち平衡状態からの隔たりが力を生み出す．ところ
で，平衡状態に達した系のATP濃度とADP濃度
の比は平衡定数KATPによって表される．

もはや変化し得ない状態にあるときの濃度比が
平衡状態における濃度比である．平衡状態からの
隔たりは任意の状態における濃度比と平衡状態に
おける濃度比との商で表されるので，ATP，ADP，
および Pi の濃度がそれぞれ［ATP］’，［ADP］’，お
よび［Pi］’であるとき，ATPが加水分解を起して
ADPに変化する際に放出されるエネルギー
（ATP�ADP系の自由エネルギー変化の符号を反
対にしたもの）は，1モル当たり，次のように表さ
れる．

この放出されたエネルギーがポンプの駆動に用
いられるので，Na＋�K＋ポンプと結合したATP
の 1分子が加水分解してポンプを順方向へ駆動す
る力は次のようになる（順方向に駆動する力も正
の値であらわす）．

ポンプに働く力は順方向に駆動する力から逆方
向に動かす力を差引いたものである．
Na＋�K＋ポンプを順方向へ回転させようとする

力がポンプを逆転させようとする力より大きけれ
ば，ポンプはNa＋を排出すと共にK＋を取り込む．
逆にポンプを逆転させようとする力が順方向へ回
転させようとする力より大きければ，ADPと無機
燐酸からATPが合成される．ポンプを順方向へ
回転させようとする力は（2）で表され，逆転させ
る力は（1）式で表されるので，ポンプに働く力は
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次のようになる．

ポンプを順方向へ回転させようとする力が
Na＋およびK＋に働く電気化学的力と等しいとき，
ポンプの回転は停止する．ポンプの回転が停止す
るところの膜電位がポンプの逆転電位 Epumpであ
る．言い換えると，E＝Epumpであるときポンプに働
く力は零である．したがって，Na＋�K＋ポンプの逆
転電位 Epumpは次のように表される．

逆転電位を表す（3）式は，導き方は異なるが，
様々な本に記載されているものと同じである．こ
の式は ENa，EKおよび EATP値が分かっておれば，逆
転電位の値を与えるものではあるが，EATPの値を
知っているだけでは，（3）式から ENaおよび EKの値
を求めることは出来ない．ENaおよび EKの値を知
るには，これを規定するものを更に見つけ出さな
ければならない．
膜電位がNa＋�K＋ポンプの逆転電位に等しいと

き，Na＋�K＋ポンプは電流を運ばない．逆に云うと，
膜電位がNa＋�K＋ポンプの逆転電位に等しくない
場合にはNa＋�K＋ポンプは電流を運ぶ．そして，そ
の系に外部から電流を流し込まなくても，ポンプ
が運ぶ電流と反対方向へ受動的にイオン電流が流
れる．その電流と共にNa＋�K＋濃淡電池に蓄えら
れているエネルギーは散逸する．受動的なNa＋お
よびK＋の流れの通路のコンダクタンスが大きい
ほど散逸するエネルギーは大きい．つまり受動的
に電流が流れた分，イオンポンプの働きは無駄に
なり，Na＋�K＋濃淡電池の形に変換される割合は減
少する．受動的なNa＋およびK＋通路のコンダクタ
ンスが非常に大きい場合，Na＋�K＋ポンプは働けど

も働けども，シジフォスの石のようにその努力は
成果をもたらさない．
2）定常状態における膜電位
Na＋�K＋ポンプにおけるNa＋の排出とK＋の取

り込みとは 3：2の割合で，強固に連動している．
Na＋�K＋ポンプが働くと細胞膜を貫いて電流が流
れることになる．このように電流を引き起こすポ
ン プ は 起 電 性（electrogenic あ る い は rheo-
genic）ポンプと呼ばれる．Epumpを用いるとNa＋�
K＋ポンプにより運ばれる電流 Ipumpは次のように
表される．

Ipump＝gpump（E－Epump） （4）

gpumpはNa＋�K＋ポンプのコンダクタンスであ
る．Na＋�K＋ポンプのコンダクタンスは，gNaおよび
gKの定義と同様に，1個のNa＋�K＋ポンプのコンダ
クタンス（単位力が働いたときのポンプの
turnover-rate に比例する係数）と単位面積当たり
のNa＋�K＋ポンプの数，すなわちポンプの密度，と
の積である．
膜電位に関して定常状態では，単位時間に受動

的に膜を貫いて流れるイオンによって運ばれる電
気量（受動的イオン電流）とイオンポンプによっ
て単位時間に移動させられたイオンが運ぶ電気量
（ポンプ電流）との和は零である．

Σ（Ij）passive＋Ipump＝0
受動的イオン電流（Ij）passive，を Ijと書き表すこと

にする．受動的イオン電流は，事実上，受動的
Na＋電流 INaと受動的K＋電流 IKの和である．

Σ（Ij）passive＝INa＋IK

Hodgkin & Huxely も膜電流が受動的なイオン
電流とイオンポンプによって運ばれる電流の和で
あることについては注目していたが，イオンポン
プによって運ばれる電流の総和は零とみなし得る
ほど小さいと考え，定常状態を Σ（Ij）passive＝0とみ
なして，便宜上，定常状態における膜電位 E0を次
の式で表している．
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ただし，gm＝gNa＋gKである．
Na＋�K＋ポンプによって運ばれる電流が零でな

い状況のもとでは，細胞内イオン濃度に関して定
常状態が成り立っていれば，受動的な INaとNa＋�
K＋ポンプによって排出されるNa＋電流（INa）pump

とは互いに反対方向であり，大きさは等しい．
INa＝－（INa）pump

また，受動的な IKとNa＋�K＋ポンプによって取
り込まれるK＋電流（IK）pumpとは互いに反対方向で
あり，大きさは等しい．

IK＝－（IK）pump

一方，（INa）pump�（IK）pump＝－3�2 であるので，INa

と IKとの間には常に次の関係が成立する．

INaおよび IKがそれぞれ gNa（E－ENa）および gK

（E－EK）で書き表され得る状況にある限り，定常
状態にある細胞の膜電位 Esteadyは次の式によって
表される．

細胞内イオン濃度がそれ以上変化しない定常状
態にあっても，起電性ポンプが働いている状況下
では，細胞膜を貫く受動的なイオンの流れによっ
て運ばれる電流の総和は零でないことを覚えてお
かなければならない．（6）式においてはNa＋�K＋ポ
ンプが働いている状況であるにもかかわらず，
Na＋�K＋ポンプの活動を直接的に示す項は式の表
面には現われない．Na＋�K＋ポンプの活動は ENa

および EKの値の中に隠されているのである．
3）EK－ENaの値とイオンコンダクタンスとの関

係
Na＋およびK＋をそれぞれの電気化学ポテン

シャル勾配に逆らって輸送するという仕事は E

－ENaおよび E－EKの両方に依存する．膜電位 E

が EKに近ければK＋を動かす仕事量は小さいの
で，Na＋�K＋ポンプが為す仕事の大部分はNa＋を輸
送する仕事となる．これとは対照的に，膜電位が

ENaに近ければ，Na＋に働いている電気化学的な力
は小さいので，Na＋�K＋ポンプが為す仕事の大部分
はK＋を輸送する仕事となる．非現実的な例ではあ
るが，gNa＝0であり gK≠0である場合と gNa≠0で
あり gK＝0であるこの 2つの例を取り上げ，もう
少し具体的に説明することにしよう．もし gNa＝0
であれば，膜電位は EKに近くなり，K＋をその電気
化学ポテンシャル勾配に逆らって輸送する仕事量
は小い．その結果，1分子のATPが加水分解を起
す際に放出されるエネルギーの大部分は 3個の
Na＋を電気化学ポテンシャル勾配 E－ENaに逆らっ
て輸送することに，すなわち 3個の電荷を EK－ENa

という大きさの電位差に逆らって輸送することに
用いられる．もし gK＝0であれば，膜電位は ENa

に近くなり，Na＋をその電気化学ポテンシャル勾
配に逆らって輸送する仕事量は小くなるので，1
分子のATPが加水分解を起す際に放出されるエ
ネルギーの大部分は 2個のK＋を電気化学ポテン
シャル勾配 E－EKに逆らって輸送することに，す
なわち 2個の電荷を EK－ENaという大きさの電位
差に逆らって輸送することに用いられる．このこ
とはNa＋�K＋ポンプが為す仕事は ENaおよび EKの
レベルに対する膜電位の相対的な位置に依存する
ことを意味している．
ポンプがなす仕事がATPの加水分解に由来す

るエネルギーより小さければ，ポンプは早く回転
し，その分イオンは多く輸送され，｜EK－ENa｜が
増大する．つまり，gK＝0であれば（膜電位が ENa

に等しければ），最終的にはNa＋�K＋ポンプに働く
化学的なポテンシャルはその 1�2 の大きさの｜EK

－ENa｜に変換され，また，gNa＝0であれば（膜電
位が EKに等しければ），Na＋�K＋ポンプに働く化学
的なポテンシャルはその 1�3 の大きさの｜EK

－ENa｜に変換される．膜電位が ENaと EKとの中間
にあれば，膜電位の相対的位置にしたがって，
｜EK－ENa｜に変換される割合は 1�2 と 1�3 の間
の値になることが予想される．膜電位の相対的レ
ベルを示すために，γという概念を導入すること
にする．
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（7a）式に（6）式を代入し整理すると次の式を
得る．

つまり，定常状態における γはイオンコンダク
タンスのみに依存するものである．
つぎにいよいよ EK－ENaと EATPとの関係を調べ

てみよう．定常状態であれば，受動的なイオンの
移動によって運ばれる電流はイオンポンプによっ
て運ばれる電流とは逆方向であり，大きさは等し
いので，次の関係が成り立つ．

gmは gNa＋gKであり，E0は受動的電流の総和が零
であるときの膜電位である．もう一度記しておく
が，E0は（5）式に示したように次のように表され
るものである．

（8a）式に（5）および（6）式を代入し整理する
と，左辺は次のようになり，

右辺に（3）式を代入し，2Esteadyを加え 2Esteadyを減
じ整理すると，右辺は次のように書き換えられる．

したがって，（8a）式は次のように書き表せる．

更に，（Esteady－ENa）�（EK－ENa）＝γであるので，
この関係を用いると，（8b）式から次の関係が導き
出せる．

すなわち，gpump＝∞である場合，EK－ENaは EATP�
（2＋γ）となり，更に γ＝1の場合（Esteady＝EKである
場合）には，EK－ENa＝EATP�3 であり，γ＝0の場合
（Esteady＝ENaである場合）には EK－ENa＝EATP�2 とな
る．当然のことではあるが，gpump＝0である場合に
は EK－ENaは零となる．
（9）式を用いて，様々な場合の EK－ENaの値を計
算することが出来る．EATP＝－440mVである場合
と－600mVである場合について，（9）式を用いて
EK－ENaの値を計算し，log（gpump）についてプロッ
トしたものを図 2に示す．この図では gK＝6とし
て計算した．その理由は，gNa＝1としたときの計算
上の定常状態における膜電位の値が静止電位の実
測値と比較的よく合致することである．gK＝6と
しておき gNa＝0.1 とすると，gpumpの増大に従って
EK－ENaの値は EATP�3 に近づくが，gNa＝1にすると
EK－ENaの値は EATP�3 の値より僅かに大きくなる．
これは膜電位が多少脱分極側へ移動し，Na＋�K＋ポ
ンプを逆転させようとする力が多少減少すること
によるものである．
（9）式の EATPにかかる係数を Conversion Coeffi-

cientと呼ぶことにしよう．gpumpが gNaおよび gKに
比して相対的に小さくなるにしたがって，ATP
の加水分解の傾向を EK－KNaに変換する効率は低
下する．
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図2 Na+/K+ポンプのコンダクタンスとEK－ENaと
の関係．
gNaおよびgKはそれぞれ単一チャネルコンダクタ
ンスとそれぞれの密度との積である．同様に，
Na＋/K＋ポンプコンダクタンスgpumpは1個の
Na＋/K＋ポンプのコンダクタンスとNa＋/K＋ポン
プの密度との積である．通常の状態におけるgNa
を1とし，これを対照としてgKおよびgpumpの値を
示す．EK－ENaの値は本文中の（9）式を用いて計
算したものである．EATPはATPが加水分解する傾
向に基づく力を電位差の形で表したものである．
EATPの値はATP/ADP比に依存する（本文参照）．
gpumpの値が低下するにしたがって，EK－ENaの値
は零に近づく．gK＝6でありEATP＝－440mVであ
れば，gNaの値を0.1とすると，gpumpの増大に従っ
てEK－ENaの値は－146.7mVに近づく．EATP＝
－600mVであれば，EK－ENa の値は－200mVに
近づく．gNa＝1である場合には，EATPの値とは無
関係に，EK－ENaの値はgpumpの値が極度に増加す
るにしたがってEATP/3よりやや大きくなる．

図3 gpumpと細胞内Na＋およびK＋濃度との関係．
細胞内1価の陽イオン濃度の和が160mMである場
合の例を示す．gpumpが増大するに従って，細胞内
Na＋濃度は低下し，細胞内K＋濃度は上昇する．
EATP＝－440mVである場合には，gpumpが極度に増
大しなければ細胞内K＋濃度は147mMには達せ
ず，また細胞内Na＋濃度は13mM以下には低下し
ない． EATP＝－600mVである場合には，gpumpの
増大と共に細胞内K＋濃度は158.2mMに近づき，
細胞内Na＋濃度は1.8mMにまで低下する．細胞内
K＋濃度が145mMに達する時のgpumpは0.04（gNa＝
0.1であるとき）および0.3（gNa＝1であるとき）
である．

4）定常状態における細胞内K＋およびNa＋濃
度の算出

EK－ENaの大きさが分かれば，EKと ENaの何れか
一方の値が分かると他方の値も分かる．EKおよび
ENaはそれぞれNernst の式を以って書き表せる．
したがって，EK－ENaは次のようになる．

書き換えると，次のようになる．
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図4 EATP＝－440mVおよび－600mVにおけるENa，EK，E0，Esteady，およびEpumpとの
関係．
細胞内1価陽イオン濃度の総和は160mMである．AおよびBはEATP＝－440mVの例
であり，CおよびDはEATP＝－600mVの例である．AではgNa＝0.1であり，Bでは
gNa＝1である．ENaはgpumpの増大と共に正の方向に大きくなるが，60mVを越えない．
gNa＝0.1である場合（A），E0，Esteady，およびEKは全てほぼ同じ値である．Esteadyが
－75mVに達したときのENaの値はほぼ15mVである．gpumpの大きさが3以上の領域で
は，EpumpとEKの差は極めて小さくなる．gNa＝1である場合（B），Esteadyが－75mVに
達したときのENaの値は42mVである．gpumpの値が3以上の領域では，EpumpはEKと
Esteadyの中間に位置するようになる．
EATP＝－600mVである場合（C，D），gpumpの増大と共にENaは110mV以上にも達す
る．gNaが0.1である場合（C），Esteadyが－75mVに達したときのENaの値は18mV程度
であるが，gNaが1である場合（D）にはEsteadyが－75mVに達したときのENaの値は約
63mVである．このときのgpumpの値は0.3である．gpumpの値がこれより大きくなるにし
たがって，ENaの値は増大し，ENaの増大と共にEsteadyの値は正方向へ僅かに変化し始め
る．

細胞外液のK＋濃度とNa＋濃度の比は細胞内
ATP濃度に無関係であり，所与のものである．細
胞内陽イオン濃度の総和は細胞外陽イオン濃度の
総和より約 20mM高く，この値は細胞外液の総溶
質濃度と細胞内の蛋白濃度に依存するので（註：
これについては後で述べる），細胞外液の総溶質濃

度が一定に保たれている条件下では細胞内陽イオ
ン濃度の総和は一定であるとみなすことが出来
る．細胞内液の主な陽イオンはK＋，Na＋および
Mg2＋であるが，Mg2＋濃度は細胞内Na＋�K＋ポンプ
の活動にほぼ無関係に一定であるので，ここでは
便宜上細胞内K＋濃度と細胞内Na＋濃度の和を
以って［Cations］iと書き表すことにする．この条件
下では細胞内Na＋濃度は次のように表せる．

［Na＋］i＝［Cations］i－［K＋］i （12）
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（11b）式に（12）式を代入する．

整理すると，次の式を得る．

［K＋］iの値が求まると，それを（12）式に代入す
ることによって［Na＋］iの値を算出することができ
る．図 3は，gpumpを変数として EK－ENaの値を計算
し，細胞内 1価陽イオン濃度の総和を 160mMと
して（13）式および（12）式を用いて得た［K＋］i
および［Na＋］iの計算値を log（gpump）についてプ
ロットしたものである．この図では gK＝6として
いる．EATP＝－440mVである場合には（A），［K＋］i
は gpumpの増大に従って 145mMに近づき，［Na］i
は 12mMに近づく．EATP＝－600mVである場合に
は（B），gNa＝1であるとき gpumpの値が 0.3（log
（gpump）＝－0.52）付近で既に［K］iは 145mMに達
し，gNa＝0.1 であるとき gpumpの値が更に低い 0.03
（log（gpump）＝－1.52）付近で既に［K］iは 145mM
に達する．

2．Na＋�K＋ポンプのコンダクタンスと ENa，EK，E0，
Esteady，および Epumpとの関係
細胞内Na＋濃度およびK＋濃度が求まると，ENa

および EKの値はNernst の式，E0の値は（5）式，
Esteadyは（6）式を用いてそれぞれ計算することがで
きる．図 4に示した曲線はこのようにして描いた
ものである．
この図に示した曲線は細胞内 1価陽イオン濃度

の総和は 160mMとして計算したものである．A

および Bは EATP＝－440mVの例であり，Cおよび
Dは EATP＝－600mVの例である．Aでは gNa＝0.1
であり，Bでは gNa＝1である．ENaは gpumpの増大と
共に正の方向に大きくなるが，EATPが－440mV
である場合には 60mVを越えない．gNa＝0.1 であ
る場合（A），Esteadyが神経細胞について報告されて

いる静止電位の一般的な値の－75mVに達して
も，ENaの値はほぼ 15mVにしか過ぎない．これは
活動電位のピーク時の膜電位の値に較べるとかな
り低い．gNa＝1である場合（B），Esteadyが－75mV
に達したときの ENaの値は 25mV程度である．こ
れでも正常の活動電位のピーク膜電位より小さ
い．ところで，gpumpの値が 3（log（gpump）＝0.47）以
上の領域では，Epumpは EKと Esteadyの中間に位置する
ようになり，ENaの値は 60mV程になる．しかしイ
カ巨大神経線維および心筋細胞について報告され
ている Epumpの値から考えると，このように gpump

が大きい状況はありえないと考えられる．
EATP＝－600mVである場合（C，D），gpumpの増大

と共に ENaは 110mV以上にも達する．その一方，
EKは－92mVより負になることはない．gNaが 0.1
である場合（C），Esteadyが－75mVに達したときの
ENaの値は 18mV程度であるが，gNaが 1である場
合（D）には Esteadyが－75mVに達したときの ENa

の値は約 48mVである．これは通常に活動電位の
ピーク時の値にほぼ等しい．このような ENaのお
よび Esteady値を与える gpumpの値は 0.2 である．gpump

の値をこれより大きくすると，ENaの値は更に増大
するが，EKの値は殆ど変化せず，その結果，Esteady

の値は正方向へ僅かに変化し始める．逆に gpump
の値を小さくすると，ENaの値はかなり急激に小さ
くなるが，EKの値の減少は緩やかである．このこ
とは強心配糖体によってNa＋�K＋ポンプを止めた
場合に見られる現象と一致する．

3．ATP�ADP比と ENa，EK，E0，Esteady，および Epump

との関係
細胞内ATP濃度およびADP濃度はその細胞

のATP消費速度およびATP合成速度にした
がって多少変化する．1分子のATPが加水分解す
る際に放出されるエネルギー量 ∆Gはそこにある
ADPおよび Pi の濃度に依存するので，ATPが加
水分解する際に放出されるエネルギー量は細胞の
活動状況に依存することになる．生きている様々
の組織について報告されているATP加水分解反
応の際に自由エネルギー量は－11～－15kcal�mol
の範囲にあり（DeWeer，1986），報告された自由
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図5　ATP/ADP比とENa，EK，E0，Esteady，Epump，
およびEATPとの関係．
標準状態におけるATP/ADP系の加水分解反応の
標準状態における自由エネルギー変化は
－7.3kcal/molであるとして加水分解の平衡定数
の値を求めた．加水分解の平衡定数の値は
1.98×105molである．
生きている細胞について測定したATP加水分解
時の自由エネルギー変化量が－12kcal/molであれ
ば，その状態におけるEATPは約－500mVである．
細胞内無機燐酸Piの濃度は100mMであるとする
と，この自由エネルギー変化量は細胞内
ATP/ADPが244である場合に相当する．　図中の
直交点線はATPの加水分解時の自由エネルギー
変化量が－12kcal/molである場合を示す．ENa，
EK，E0，Esteady，Epumpの算出にあたって，細胞内
1価陽イオン濃度の総和は160mMとした．細胞外
Na+およびK+濃度はそれぞれ140mMおよび4mM
であり，コンダクタンスはそれぞれgNa＝1，
gK＝6，gpump＝0.3である．ENa，EK，E0，Esteady，
Epumpを求める計算法については本文を見ていた
だきたい．

エネルギー量に基づいて EATPの値を用いて計算す
ると，－458～－625mVとなる．一方，標準状態に
おける 1モルのADPおよび 1モルの Pi の自由
エネルギーと 1モルのATPの自由エネルギーと
の差 ∆G0’は－7.3kcal�mol（－30.5kjoul�mol）であ
る（Harper：Revie of Physiological Chemistry）．これ
から計算すると，ATP加水分解の平衡定数 KATP

の値は 1.98×105mol になる．KATPの値の計算は下
記の式による．

生きている状態におけるATP加水分解の際の
自由エネルギー変化 ∆Gが－12kcal�mol である場
合について考えてみることにする．この自由エネ
ルギー変化量 ∆Gと上記のATP加水分解の平衡
定数 KATPの値とから細胞内ATP�ADP比を計算
すると次のようになる．なお，RTの値はほぼ 600
cal�mol である．

計算にあたって，細胞内無機燐酸 Pi の濃度は
100mMとした．上記のATP�ADP比から，細胞内
ATP濃度が 5mMであるとすると，細胞内ADP
濃度は 0.0205mMと計算される．
ATP�ADP比の各値について EATPを計算し，細

胞外Na＋濃度＝140mM， 細胞外K＋濃度＝4mM，
gNa＝1，gK＝6，gpump＝0.3，［Cations］i＝160mM
として ENa，EK，E0，Esteady，Epumpの値を求め，それ
らの値をADP�ATP比についてプロットしたも
のを図 5に示す．
ATP�ADP比 が 244 で あ る と き EATP＝－500

mVとなり， ATP�ADP比が 22.2 に低下すると，
EATP＝－440mVとなる．ATP�ADPが小さくなる
にしたがって Esteadyと E0との差は小さくなり，ENa

も零に近づくが，ENaの変化に比して E0および
Esteadyの変化は小さい．つまり代謝阻害剤を与えて
も活動電位の変化に比して静止電位の変化は小さ
い．このことも種々の実験における経験と一致す

る．

4．細胞外 glucose 濃度は膜電位に及ぼすだろう
か
正常な細胞では細胞内の 1価陽イオン濃度の総

和は細胞外の 1価陽イオン濃度の総和より約 20
mM高い．ここまで細胞内陽イオン濃度の総和が
何故細胞外陽イオン濃度の総和より高くなるかに
ついて触れずにきた．ここではそのことについて
話を進めることにする．細胞内液には種々の蛋白
分子が存在する．これらの蛋白分子の電荷状況は
それぞれの分子ごとに異なるので，蛋白の濃度を
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図6 細胞内1価の陽イオン濃度の総和とENa，EK，
E0，Esteadyとの関係．
ENa，EK，E0，Esteadyを求める計算法については本文
を見ていただきたい．細胞内1価陽イオン濃度の
総和が上昇するにしたがい，ENaもEKも共に負方
向へ僅かに移動する．1価陽イオン濃度の総和が
160mMから180mMに上昇した場合のENaおよび
EKの変化は共に3mVである．

mEq�l で表すことにする．多くのMonograph で
は Gamble が報告した値に基づいて細胞内蛋白の
濃度は 74mEq�l と記されている．
Na＋�K＋ポンプが働いている状況下では，定常状

態にある限り，ポンプによって単位時間に排出さ
れるNa＋の量と受動的に流入するNa＋の量の和は
零である．また，単位時間にポンプによって取り
込まれれるK＋の量と受動的に流出するK＋の量の
和も零である．膜を貫く 1価の陽イオンの移動量
の総和が零であれば，細胞容積に変化がない限り，
細胞内液における 1価陽イオン濃度の和は変化し
ない．また陰イオンに関しては，膜を貫く 1価の
陽イオンの移動量の総和が零であれば，膜を貫く
陰イオンの移動量の総和は零となり細胞内液にお
ける陰イオンの濃度の総和も変化しない．重要な
ことは，定常状態に限りなく近い状態の連続的変
化では，ポンプの活動が低下して行っても，それ
と並行して受動的なイオンの移動量も減少するの
で，膜を貫いて移動しうる陽イオンの細胞内総量
はイオンポンプが正常に働いている場合の値と等
しく，また膜を貫いて移動しうる陰イオン濃度の
総量もイオンポンプが働いている場合の値と等し
い，ということである．ただしこの過程において

細胞内におけるイオン組成に変化がおこり，それ
ぞれのイオン平衡電位の値が実際に存在する膜電
位の値に近づいて行くことを付け加えておかなけ
ればならない．もう 1つ重要なことは，ポンプが
停止してしまった場合には，それぞれのイオンの
受動的な移動量も零になるということである．膜
を貫いて移動できるそれぞれのイオンの受動的な
移動量が零であることは膜電位がそれぞれのイオ
ンの平衡電位と等しいということである．この状
況はDonnan の平衡として知られている状態と同
じである．Donnan の平衡については既によく
知っておられることであろうが，事柄をはっきり
させるためにこの平衡の概要を以下に述べること
にする．
Na＋も K＋も程度の差こそあれ共に膜を貫いて

受動的に移動できるので，Na＋�K＋ポンプが働いて
いない条件下では最終的にはENaも EKも共に存
在する膜電位と等しくなる．また，細胞外液にお
ける主な陰イオンであるCl－も HCO3－も程度の差
こそあれ膜を通過できるので，EClも EHCO3も共に
存在する膜電位と等しくなる．したがって次の関
係が導き出せる．なおここでは膜を貫いて移動で
きるイオンは 1価の陽イオンおよび 1価の陰イオ
ンのみであるとする．

［Cations］oおよび［Cations］iはそれぞれ細胞外
液および細胞内液における膜を貫いて移動できる
1価陽イオン濃度の総和であり，［Anions］oおよび
［Anions］iはそれぞれ細胞外液および細胞内液に
おける膜を貫いて移動できる 1価陰イオン濃度の
総和である．
細胞外液においては 1価の陽イオン濃度の総和

と 1価の陰イオン濃度の総和はほぼ等しいので，
便宜上等しいとして取り扱うことにする．この関
係を用いると，上式は次のように書き換えられる．
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細胞内液には膜を貫いて移動できる無機陰イオ
ンの他に膜を貫いて移動できない多価陰イオンで
ある蛋白分子が存在する．ところで，膜を貫いて
移動できる陰イオンの電荷量と蛋白分子の電荷量
との和は陽イオンの電荷量の総和と等しい．

zは様々な細胞内蛋白分子の平均イオン価であ
る．（15）式を（14b）式に代入すると，次の式を
得る．

この 2次方程式の根は次のようになり，

［Anions］iが負になることはありえないので，

となる．（17）式を（15）式に代入すると［Cat-

ions］iを得る．

細胞内蛋白濃度が 74mEq�l であり，細胞外陽イ
オン濃度の総和が 150mMであれば，細胞内陽イ
オン濃度の総和は 37＋［Cations］o×1.03 となる．し
たがって細胞内陽イオン濃度の総和と細胞外陽イ
オン濃度の総和の差は 38mM程度という計算結

果になる．しかし，実際の差は 20mM程度である．
細胞内 1価陽イオン濃度の総和と細胞外 1価陽イ
オン濃度の総和の差が約 20mMであることは細
胞内蛋白の極性基の幾つかが多分Ma2＋と結合し
て電気的に中性となっていることを示唆している
ように思える．
細胞膜には水チャネルがあり，水は細胞膜を通

過できる．細胞内液の蛋白分子は細胞膜を通過で
きないので，イオンの分布に影響を与えるほかに，
水を細胞外から細胞内に引き込むという作用をも
持つ．水を引き込む力は膜を通過できない溶質の
電気量ではなく濃度にほぼ比例する．細胞内蛋白
濃度をmEq�l 単位で表すと 74mEq�l である．し
かし，もし細胞内蛋白分子の平均イオン価が－10
付近であれば，mol�l 単位で表した濃度は約 7.4
mMとなる．細胞膜を貫いて水が流入すれば，細
胞容積は増大する．もし細胞膜が無限に伸展しう
るものであるならば，細胞は膨潤し，細胞内の蛋
白濃度は零になるまで薄められる筈である．しか
し，細胞膜の伸展には限度があり，細胞容積の増
大と共に細胞内圧が上昇し，細胞内圧に由来する
‘水を押し出す力’と細胞内蛋白分子に由来する
‘水を引き込む力’とが丁度釣り合った状態に達す
ると水の流入は止まる．つまり，現実の細胞では，
水の移動に関しては平衡状態にある．細胞内圧の
維持には細胞膜の弾性と細胞内骨格が関与してい
る．一方，細胞膜を貫いて移動できる無機イオン
の分布に関しては，これらのイオンは，（17）式お
よび（18）式に見られるように細胞内圧とは無関
係に，細胞内液における濃度が細胞内蛋白の電気
量と細胞外無機イオン濃度によって決まる値にな
るように分布する．
細胞が分裂し新たに成長を開始した時点におい

ては，細胞内における蛋白合成が盛んであるので，
細胞膜が伸展しうる限り，細胞容積は細胞内の蛋
白分子の数の増加に従って増大する．細胞膜を通
過しうる無機イオンは細胞に流入する水と並行し
てそれぞれのイオンチャネルを通って細胞外から
細胞内へ流入する．流入する無機イオンの組成は
細胞外液中の組成に似たものであろう．しかし細
胞膜にNa＋�K＋ポンプが存在するので，やがて細
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胞内Na＋濃度は低下し，K＋濃度は上昇する．細胞
の成熟にしたがって細胞内蛋白分子合成速度が次
第に低下し，蛋白消滅速度と等しくなると，細胞
容積の増大は止まる．なお，Na＋�K＋ポンプの活動
の程度に応じて，EK－ENaは変化することをもう一
度指摘しておく．
ところで，細胞膜を貫いて移動できない溶質が

細胞外液に増加すると，細胞内の水は細胞外へ移
動する．この水の移動に伴って細胞内蛋白の濃度
は上昇する．細胞外液において増加した溶質が
glucose のように電気的に中性の物質である場
合，細胞外液中の無機イオン濃度は変化しない．
一方，細胞内蛋白濃度の上昇に伴って，細胞内無
機陽イオンの総濃度は上昇し，細胞内無機陰イオ
ンの総濃度は低下する．
細胞内 1価陽イオンの総濃度の変化が EKおよ

び ENaに与える影響を計算してみた．図 6に細胞
内 1価陽イオンの総濃度を 150mMから 180mM
の範囲で変化した場合の ENa，EK，E0，Esteady，およ
び Epumpを示す．
細胞内 1価陽イオン濃度の総和が上昇するにし

たがい，ENaも EKも共に負方向へ僅かに移動する．
電気的に中性であり細胞膜を通過できない溶質

分子の濃度が上昇することによって細胞内から水
が細胞外へ移動し，その結果，細胞容積が 1�2 に
なったとすると，細胞内蛋白濃度は 2倍に上昇す
ることになる．細胞内蛋白濃度をmEq�l 単位で表
して 74mEq�l とすると，細胞内蛋白濃度の 2倍の
上昇は細胞内 1価陽イオン総濃度を約 37mMだ
け上昇させ，1価陰イオン総濃度を約 37mMだけ
低下させる．
ところで，糖尿病患者では，知覚障害が起こる

ことが知られている．正常の細胞外 glucose 濃度
は約 5mM（90mg�dl）である．細胞外 glucose
濃度がその 3倍に上昇したときに神経線維がどの
程度細くなるかについては，よく知られていない．
仮に神経線維の直径が 1�10 だけ減少し元の大き
さの 0.9 倍になったとすると，神経線維内の 1価
陽イオン総濃度は約 3.7mMだけ上昇し，1価陰イ
オン総濃度は約 3.7mM低下するであろう．細胞内
1価陽イオン総濃度が 3.7mM上昇したところで，

ENaおよび EKの変化は極めて小さい（図 6参照）．
このような理由から糖尿病患者における知覚異常
が細胞内陽イオン総濃度の変化によるものである
とは考え難い．

5．背景Na＋電流について
実際の膜電位に合うように gNa�gK比を選ぶと，

膜電位依存性Na＋チャネルの静止状態における開
確率から予想されるものより遥に高くなる．この
点に奇異の念を抱かれるであろう．流入する
Na＋は無為に電気化学ポテンシャルの勾配に従っ
て流れ込んでいるものではなく，おそらく何らか
の仕事をしているのであろう．まず第 1に考えら
れるものはNa�Ca 交換輸送系を介する流入であ
る．Na�Ca 交換輸送系においては 3個のNa＋移動
と共にその逆方向に 1個の Ca2＋が移動するので，
この輸送系が働くと，全体として 1個の電気量が
流れ込むことになり，電流が流れる．Na�Ca 輸送
系を介して流れる電流 I3Na�Caは次の式で表される．

上式の E3Na�CaはNa�Ca 交換輸送の逆転電位で
ある．Na�Ca 交換輸送の逆転電位は次の式で表さ
れる．

（註：Na�Ca 交 換 輸 送 系 に 働 く 力＝3F（E

－ENa）�N－2F（E－ECa）�Nで あ る．Fは フ ァ ラ
ディー定数であり，Nはアボガドロ数である．逆
転電位においてはNa�Ca 交換輸送系に働く力は
零であることから上記の関係が導き出せる．）
Na�Ca 交換輸送系が 1回転すると，1個の

Ca2＋が排出され 2個の正の電荷が排出される．
Ca2＋の排出によって運ばれる電気量を電流の形
（ICa）3Na�Caで表せば，次のようになる．
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図7　Ca2＋平衡電位ECa，Na/Ca交換輸送の逆転電位
E3Na/Ca，およびEsteady －E3Na/Ca，と受動的なCa2＋通
路のコンダクタンスgCaとの関係．
ENa＝60mV，Esteady ＝－70mV，g3Na/Ca＝1，およ
び［Ca］0＝2.5mMとして計算した．gCa＝0.01で
あるとき，［Ca］iは0.000118mMであり，gCa=0.1で
あるとき，［Ca］iは0.000166mMである．ところが
gCa＝1になると，［Ca］iは0.00257mMとなり，20倍
以上も増加する．

一方，受動的Ca2＋電流は次のように表せる．

ICa＝gCa（E－ECa） （22）

定常状態では細胞内Ca2＋濃度に変化はない．こ
のことはチャネルを通って流入するCa2＋の量と
Na�Ca 交換輸送系により排出されるCa2＋の量が
定常状態では等しいことを意味する．すなわち ICa

＋（ICa）3Na�Ca＝0である．（21）式に示したように，
Na�Ca 交換輸送系によって運ばれるCa2＋電流
（ICa）3Na�CaはNa�Ca 交換輸送系が全体として運ぶ
電流の 2倍の大きさであり，方向は反対であるの
で，受動的Ca2＋電流とNa�Ca 交換輸送系を介し
て流れる電流との間には，

の関係がある．
（23）式に（22）式及び（19）式を代入すると次
の式を得る．

gCa（E－ECa）＝2g3Na�Ca（E－E3Na�Ca） （24）

（24）式に（20）式を代入することによって ECa

を gCaおよび gNa�Caとの関数として表す式を導き出
すことができる．

（25）式は，gCa≪g3Na�Caである場合にNa�Ca 交換
輸送の逆転電位は定常状態にある膜電位とほぼ等
しくなり，E＝－70mVおよび ENa＝60mVとする
と，細胞内Ca2＋濃度は細胞外濃度の約 1�10,000
であることを示している．このことは，正常状態
における細胞膜のCa2＋コンダクタンスがNa�Ca
交換輸送系のコンダクタンスよりかなり小さいこ
とを示唆している．gCaが g3Na�Caより大きい領域で
は gCaの増大に伴って細胞内Ca2＋濃度が著しく上
昇する．何らかの事情から，もしCa2＋の受動的細
胞内流入が増加すると，細胞内Ca2＋濃度は上昇し
ミトコンドリア内Ca2＋濃度も上昇する．ミトコン
ドリアに大量流入したCa2＋は燐酸塩となり，そこ
に沈着する．ミトコンドリア内のCa2＋燐酸塩の沈
着はATP合成の障害をきたし，遂には細胞を死
に到らしめるであろう．
実験から推定されるNa�Ca 交換輸送の逆転電

位は静止電位より数mV脱分極側に位置してい
る．このことは静止状態においてもCa2＋は僅かな
がらではあるが常に細胞外から細胞内に流れ込ん
でいることを示している．ICaが常に流れていると
き I3Na�Caも流れている．Ca2＋チャネルと通って流れ
込むCa2＋の量と同じ量のCa2＋が Na�Ca 交換輸送
系を介して反対方向へ排出されているので，全体
として膜を貫いて移動するCa2＋の量は零である．
一方Na＋の移動に注目すると，受動的に流れ込む
Ca2＋量の 3�2 倍量のNa＋が Na�Ca 交換輸送系を
介して細胞内へ流入している．また電気量に関し
ては，Ca2＋チャネルを通って流れ込むCa2＋電流に
加えて，その 1�2 の大きさの電流がNa�Ca 交換輸
送を介して細胞内へ流れこんでいる．これらの内
向き電流とNa＋の移動量が背景Na＋電流を構成す
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る大きな要素である．
Na�Ca 交換輸送系を介して流入するNa＋電流

の他に，Na�H交換輸送系を介するNa＋電流もあ
る．生きている細胞においては常にCO2が発生し
ている．CO2と水との反応の結果として発生する
H＋は細胞外のNa＋と交換に排出される．この交換
輸送はNa�Ca 交換輸送の場合と異なり，1：1の
割合であるので，全体として電流を運ぶことはな
い．しかしCO2の生成が盛んになれば，Na＋の流入
量は増大する．すなわちNa�H交換輸送もNa＋の
細胞内へ向かう移動に寄与する．
背景内向き電流として流れるNa＋電流はNa＋�

K＋濃淡電池に蓄えられてエネルギーを無為に散
逸させているのではなく，その大部分はCa2＋およ
びH＋の排出に費やされていると考えられる．
この小稿においては細胞の最も基本的な問題，

静止電位はどうして約－70mVであるのか，どう
して活動電位の大きさは約 100mVであるのか，
どうして元気のよい細胞はまるまるとして張りが
あるのか，といった点を論じた．このような事柄
は何も長々と論じるほどの価値のあるものではな
い，それは当たり前のことである，イオンは元来
そのように分布しているである，と言ってしまえ
ば，それまでである．しかしどうしてイオンはそ
のように分配されるのか，これを知りたいという
衝動がこの問題を考えさせずには置かなかった．
そして，ATPという分子の中に秘められた力を
Na＋�K＋ポンプがNa＋�K＋濃淡電池の電極間電位
差つまりEK－ENaに変換する効率とコンダクタン
スとの関係を明らかにすることが出来た．自分の
興味を他人に押し付ける気はない．しかし，この
基本的な問題に関心を持つ人もいるであろう．生
命現象の根底に横たわる問題を解く楽しみを味
わって頂ければ幸いである．

おわりに
実験においても数式を導き出す作業において

も，予測を立てることが大切である．直感的な思
い付きには誤りが多い．これを正すところに深化
がある．予測はしばしば実験結果によって否定さ
れる．実験できない場合は，予測に従ってモデル
を考える．そのモデルに従って数式を組み立て，
計算してみると実際の現象とは異なることが多
い．これは最初の直感的予測が間違っているので
ある．事実にしたがって誤りに気付くこと，これ
が大切である．計算は実験と同様に間違っている
ことを気付かせてくれる．
実験もせず計算もせずに思い付きだけで話をす

る者は自然科学の世界にはいない．自然科学に携
わる者はそれだけ謙虚である．ところが実験でき
ない経済現象について，分かったような言説が世
上に横行している．しかもそのような話が様々な
メディアを介して拡大再生産されている．経済効
果のみに関心を持ち，実証できもしない説明に信
頼を置く社会，この行く末が非常に心配である．
経済効果と呼ばれるものに基づき評価することは
確かめようのない説を信じることと同義である．
評価が一元的であり他の価値基準を知らなけれ
ば，精神は貧困化するであろう．経済上の話の根
底にある物欲の充足とは全く懸け離れた精神の充
足を楽しむ理性的な世界があることを世人に知っ
てもらいたい．自然科学研究者に世の風潮を変え
ることはできない．また，そういったことを為そ
うと思うべきでもない．出来ることはただ自らの
姿勢を貫くことだけである．
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