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【研究の目的および概要】

本研究の目的は，生命現象，特に生体の中で重要なはたらきを担っているタンパク質を研究対象とし，その構造
と機能について原子レベルで解明することを目指す。それに基づき，様々な生命現象の仕組みや疾病，生体エネル
ギーに関するより深い理解を目指す。また，いくつかのタンパク質については，それらの産業への利用に視野を向
けた応用的側面についても可能な限り検討を試みる。
本研究の最大の特徴としては，1つの研究対象（生体分子もしくは生命現象）に対して，生化学・生理学・生物物
理学・構造生物学・計算化学などの多角的視野から，統合的な考察と検証を行っていく共同研究姿勢にある。この
ような体制は，生命科学におけるそれぞれの異分野のスペシャリストが集まった本学科の特長を最大限に生かした
ものといえる。
本研究では，以下の5つのテーマについて統合的な考察と検証を行った。1）新規なバイオセンシング・バイオマ

シン・バイオイメージング技術開発のためのタンパク質分子の機能解明，2）細胞の分化・発生に関する遺伝子制
御機構の解明，3）脳の学習・記憶のメカニズムの解明，4）植物の光合成を模倣した人工光合成システムの開発，5）
創薬に向けた高機能性分子の計算化学的分子設計。
これらの統合的研究を通じて，医療，食品，化学，エネルギー等の産業分野への応用技術の開発を目指していく。

【研究の結果】

（1） 新規なバイオセンシング・バイオマシン・バイオイメージング技術開発のためのタンパク質分子の機能解明：
37度が至適生育温度のカビAspergillus nidulansからキネシンDNA をクローニングし，キネシン（AnKinA）を
大腸菌に発現させた。また積雪下で生育するカビSclerotinia borealisのキネシンのアミノ酸配列との違いから
AnKinAキネシンに低温適性をもたすと期待して，60番目のプロリンをグリシンに置き換えたAnKinA-P60G

を大腸菌に発現させ，この2種類のキネシン一分子の発生する力を光ピンセット法で測定した。その結果，
AnKinA, AnKinA-P60Gの発生する力はそれぞれ5.09±0.64 pN， 5.40±0.94 pNであった。

（2） 細胞の分化・発生に関する遺伝子制御機構の解明：細胞核へのタンパク質輸送を担う核輸送因子が，クロマチ
ン結合を介して遺伝子発現制御に関わることを掴んだ。また，このクロマチン結合の分子メカニズムを明らか
にしつつある。

（3） 脳の学習・記憶のメカニズムの解明：哺乳動物や軟体動物を実験動物として，脳における電気的な神経活動や
カルシウム動態・一酸化窒素（NO）動態を，それぞれ多点電位記録システムと蛍光イメージング・レーザー共
焦点イメージングを用いて測定した。結果として，マウス海馬スライスにおいてある部位に電気刺激を行うと，
それによって引き起こされるカルシウム信号に刺激箇所によって異なる様々な時空間パターンが現れることを
明らかにした。また，ナメクジの嗅覚中枢神経である前脳葉ではNOが常に一定の速度で合成されており，忌
避性の匂い刺激によってその合成速度が増加することを明らかにした。

（4） 植物の光合成を模倣した人工光合成システムの開発：大腸菌から精製したATP合成酵素をリポソーム膜に再構
成し，膜電位により水素イオン濃度勾配を発生させたところ，ADPとリン酸からATPが合成されることを確認
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した。
（5） 創薬に向けた高機能性分子の計算化学的分子設計：RNAアプタマー分子の計算科学的手法を用いた分子設計基

盤技術の開発を行った。既知のRNAアプタマーを用い，その基盤技術の評価を行ったところ，実験データと
計算値で相関が見られ，その有効性を示すことができた。

【研究の考察・反省】

（1） 新規なバイオセンシング・バイオマシン・バイオイメージング技術開発のためのタンパク質分子の機能解明：
キネシン1分子の発生する力は5～8 pNであると報告されている。今回の結果はこの範囲にある。AnKinAと低
温適性を期待した AnKinA-P60Gの発生する力に差は認められなかった。測定温度が今回20度なので，低温適
性を調べるのなら低温で力測定を行うべきだと思うが，装置環境を低温にするのは困難であった。低温で測定
できる実験環境を考えなければならない。

（2） 細胞の分化・発生に関する遺伝子制御機構の解明：核輸送因子がクロマチン結合を介して遺伝子発現制御に関
わる分子メカニズムを明らかにした。今後は，核輸送因子による遺伝子発現制御が胚性幹細胞にどのような役
割を果たすか調べる必要がある。

（3） 脳の学習・記憶のメカニズムの解明：マウス海馬スライスにおけるカルシウム信号の様々な時空間パターンに
対してある種の数理解析を行うことにより，それらはいくつかのパターンに分類され，さらにそれらの類似性
を評価できることが分かった。ナメクジの前脳葉では忌避性の匂い刺激によってNOの合成速度が増加するこ
とを明らかにしたが，前脳葉を構成する3つの部位においてその増加の度合いに違いがあるかを詳細に評価す
ることはできなかった。今後，実験系の改良が必要である。

（4） 植物の光合成を模倣した人工光合成システムの開発：ATP合成酵素とバクテリオロドプシンをリポソーム膜に
再構成し，光照射によるATP合成を試みたが，ATPの合成は認められなかった。今後，再構成の条件を検討する。

（5） 創薬に向けた高機能性分子の計算化学的分子設計：RNAアプタマーの分子設計基盤技術を開発し，既知の
RNAアプタマーを用いて評価を行ったところ，実験値と計算値の間で相関が見られたが，更なる高精度化と効
率化が必要である。そのため，より多くのパラメータを用いた検証を行う必要がある。
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