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この 7 月末に、ようやく本新学術領域研究「揺らぎ

と生体機能」の公募班員が決定されました。ホームペ

ージ(http://kuchem.kyoto-u.ac.jp/hikari/yuragi)など

で公表していますように、本「揺らぎと生体機能」領

域研究では、揺らぎというまだ隠された部分の多い運

動に対して、分子科学的検出手法の開発、揺らぎ制御

法の開発、生体分子の揺らぎと機能との関係の解明、

揺らぎをモデル化する物理的手法の開発、そして揺ら

ぎの立場から生物・医療の分野へ応用する医科学分野

の進展など、物理・化学・生物・医科学分野の連携と

融合をおこなうことによって、揺らぎと生体機能との

関連を統一的に扱える分野形成を目標としております。

こうした目標に賛成し、協力していただける公募研究

を公募いたしましたところ、非常に多数の優秀なご提

案をいただきました。その中で採択されたということ

は、今回加わることになりました公募班メンバーは、

いずれもかなりの力量をもった研究者であり、非常に

優れた研究計画だったと推察し、心強く思っておりま

す。 

本新学術領域では、「揺らぎを観る」、「揺らぎをつく

る」、「揺らぎを使う」ための 3 つの研究項目を設定し

ており、今回の公募に際しても「A01揺らぎ検出項目」、

「A02 揺らぎ制御項目」、「A03 揺らぎと機能項目」の

3 つの項目のいずれかに属するような形式で公募いた

しました。そのため、以下の名簿が示しますように、

各メンバーを各項目に割り振る形で分類されておりま

す。（それぞれの項目で申請者数が異なっておりました

ために、項目間で採択数に違いがあります。）しかし、

重要なことは、決して活動内容はこの項目に縛られる

わけではないということです。もともとこの新学術研

究が、異なる学問分野の研究者が連携して行う共同研

究等の推進により、既存の研究分野の枠に収まらない

融合領域や異分野連携などの研究領域を見出し支援す

ることを重点的に考えて作られたものでありますよう

に、分野間の連携と融合を目指しております。自由に

項目間を飛び越えた共同研究を期待しておりますし、

属さない別の項目にふさわしい研究を独自で推進して

いただいても問題ありません。 

こうした新しい分野を確立するためには、多くの分

野にまたがる優秀な研究者が共同研究を行い、学会や

論文などでその重要性を他の多くの研究者に広めてい

くことが欠かせません。学問分野とは、限られた人だ

けではなく、多くの人が参画することによって形成さ

れると思っております。そうした意味で、現在の計画

研究班だけでは不足していた、より広い分野をカバー

できる公募班メンバーを迎えることができて、ようや

く本当に揺らぎを目指した分野形成研究が遂行できる

フルメンバーになったと思います。それぞれの分野を

代表する人が、その分野の他の研究者に揺らぎという

運動の重要性を納得させ、この領域に参入を促すこと

ができれば、おのずと分野の垣根を超えた領域が作ら

れることになります。是非とも、この目標に向かって

のご協力をお願いいたします。 

早速ですが、別にメールでご連絡が行っていますよ

うに、名簿作成とともに、9 月に合同班会議、12 月に

公開ワークショップを開催いたします。全員のご参加

をお願いいたします。こうした会合と班会議を取り掛

りとして、活発な研究が展開されることを期待してお

ります。また、お手元に届いているような、ニュース

レターを毎月発行しております。論文・業績だけでな

く、主催した（あるいは本領域研究に関係し参加した）

会合、新聞発表、受賞（分担者も可）などがありまし

たら、ぜひ積極的に代表・寺嶋、事務・片岡までご連

絡をしていただけると共に、このニュースレターでの

公表をお願いいたします。 

通常の科研費採択決定が 4 月に行われることを考え

ると、新しく作られたこの新学術領域研究の公募班採

択決定は 3 カ月ほど遅れたことになります。これから

この遅れを取り戻すべく、また、本新学術研究によっ

て、時代が要請する「揺らぎと生体機能」の分野をし

っかりと作れるように、皆様のご活躍とご協力をお願

いいたします。 
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公募研究採択者リスト 

 
A01 班 

石森 浩一郎（北海道大学・理学系）               

高圧下蛍光分光システムによる蛋白質の構造的

揺らぎの定量的解析 

山村 泰久（筑波大学・数理物質） 

熱力学的手法による脂質二分子膜における揺ら

ぎの検出 

川上 勝（北陸先端科技大・マテ研）  

ＡＦＭを用いた機械的伸張法によるタンパク質

の揺らぎの検出と生物学的機能との関連 

佐藤 啓文（京都大学・工学系） 

積分方程式理論に基づく揺らぎと水和の理解  

高田 彰二（京都大学・理学系） 

蛋白質のレアな大振幅ゆらぎの理論解析：クラッ

キングの探索  

高橋 聡（東北大学･多元研） 

一分子観察法による生体分子の並進拡散運動と

分子内構造変化の相関の解明 

後藤 祐児（大阪大学・たんぱく研） 

アミロイド線維形成中間体の立体構造と揺らぎ 

山口 真理子（奈良先端科技大・物質創成） 

タンパク質における局所構造の揺らぎ                        

木寺 詔紀（横浜市立大学・国際総合） 

タンパク質側鎖の平衡揺らぎと基質結合に伴う

応答的運動  

北原 亮（立命館大学・薬） 

高圧力ＮＭＲ法による蛋白質の準安定状態にも

とづいた構造・機能相関  

神山 匡（近畿大学・理工） 

蛋白質の等温圧縮率と断熱圧縮率 

菅瀬 謙治（サントリー生物研） 

ＮＭＲ緩和分散法によるｉＰＳ細胞誘導因子Ｏ

ｃｔ３／４の揺らぎの検出 

石井 邦彦（独立行政法人理化学研究所） 

無標識蛍光相関分光による生体高分子のナノ秒

揺らぎの研究  

 

 

 

 

 

A02 班 

黒田 裕（東京農工大学・共生科学） 

少数のアミノ酸置換による蛋白質の主鎖構造の

揺らぎの設計法の開発及びその効果の解析 

水口 峰之（富山大学） 

新しいタイプの天然変性蛋白質の揺らぎと機能

の解明 

今西 未来（京都大学・化研） 

ＤＮＡ結合タンパク質の揺らぎによる配列特異

的ＤＮＡ結合への影響 

湯浅 順平（奈良先端科技大・物質創成） 

光受容タンパク質の揺らぎ変化の緩和過程の検

出 

楯 真一（広島大学・理学系） 

ループ変異による協調的内部運動摂動を利用し

た蛋白質活性部位の揺らぎの制御 

新井 宗仁（産総研） 

網羅的アミノ酸置換データベースに基づく蛋白

質の揺らぎ制御 

 

A03 班 

鈴木 健太郎（東京大学・総合文化） 

ミクロの揺らぎによって引き起こされるオレイ

ン酸螺旋構造体の自発的マクロ運動 

黒田 玲子（東京大学・総合文化） 

アミロイドーシス関連タンパク質の分子ダイナ

ミクス 

老木 成稔（福井大学・医） 

ＫｃｓＡチャネル蛋白質の１分子測定による構

造ゆらぎと機能ゆらぎの相関 

鈴木 元（名古屋大学・医） 

遺伝的揺らぎと孤発癌発生機序解明のための双

方向性研究 

出羽 毅久（名古屋工業大学・工） 

脂質・核酸複合体の動的構造と核酸送達機能   

矢野 義明（京都大学・薬） 

一分子蛍光計測による膜タンパク質構造形成過

程の揺らぎ解析 

飯野 亮太（大阪大学・産研） 

モータータンパク質の揺らぎと性能の相関を調

べる超高速光学顕微鏡の開発  
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井出 徹（大阪大学・生命機能） 

１分子計測法によるチャネルタンパクの構造揺

らぎ・機能揺らぎ相関の研究 

岡田 誠治（熊本大学） 

細胞膜の揺らぎと造血システム（正常造血と造血

器腫瘍） 

戸谷 希一郎（成蹊大学・理工） 

生体環境に基づく人工揺らぎ反応場が酵素に与

える影響 

岡村 恵美子（姫路獨協大学・薬） 

生体膜の揺らぎによる薬物の輸送機構の動的多

核ＮＭＲ解析 

松下 琢（崇城大学） 

テロメアＤＮＡの四重らせん構造形成における

揺らぎと機能に関する研究 

吉田 紀生（分子研） 

ＤＮＡの電気伝導性と構造揺らぎに関する理論

的研究 

手老 龍吾（分子研） 

脂質膜の過渡的相分離過程における構造・物性と

その機構 

米谷 佳晃（日本原子力研） 

特異的及び非特異的ＤＮＡ結合状態における蛋

白質の構造揺らぎによる分子認識機構                               
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シシンンポポジジウウムム報報告告    

国国際際公公開開シシンンポポジジウウムム““溶溶液液化化学学のの将将来来をを考考ええるる””  

 

片岡幹雄（領域事務担当）     
 

本学術領域研究の評価委員をお願いしている中原勝

教授（京大）の定年退職を記念して、国際シンポジウ

ム“溶液化学の将来を考える”が、平成 21 年 6 月 27

日に開催されました。本学術領域研究もこのシンポジ

ウムを後援し、計画班員の平田文男教授（分子研）が

講演されました。シンポジウムの報告を、主催された

松林伸幸博士（京大･化研）からいただきました。 

 

 

国際公開シンポジウム 
「溶液化学の将来を考える」を開催して 
松林 伸幸（京都大学化学研究所） 

 

2009 年 6 月 27 日（土）に、現在の溶液化学の現状を

紹介していただくと共に、将来展望を議論するため、

国際公開シンポジウム「溶液化学の将来を考える」を

京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールⅡにて開

催した。招待講演者と講演タイトルは次のとおりであ

る。 

 

中原勝教授（京都大学名誉教授） 「The Old Man and 

The Chemistry 」 

平田文男教授（自然科学研究機構 分子科学研究所教

授）「Dynamics of Molecules in Water and 

Aqueous Solutions: Statistical Mechanics 

Study」 

有本建男様（科学技術振興機構 社会技術研究開発セ

ンター長）「経済危機後の世界と科学技術 

（ Shaping the Post-Crisis World and 

Scientific Enterprise）」 

Peter J. Rossky 教授（テキサス大学教授）「Hydration 

in nanoscale confinement: Phase behavior and 

structure」 

Mark Maroncelli 教授（ペンシルバニア州立大学教授）

「Solvation in Ionic Liquids」 

近年、溶液化学は、面目を一新しつつある。分光手

法や理論手法の飛躍的発展によって分子描像が蓄積さ

れ、研究対象も大きく広がった。特に、タンパク質科

学や生物物理分野との融合は顕著である。タンパク

質・酵素の構造決定や機能発現、および、脂質膜やミ

セルのようなナノ自己組織化系による物質分配と輸送

に、溶媒である水が重要な役割を果たしていることが、

広く認識されるに至っている。溶液化学は、反応化学・

生物物理学・界面科学の交点に位置し、これら諸物質

科学の統合の鍵となる分野である。溶液系の特徴は、

規則性とランダムさが「適度に」共存する点にある。

規則性とランダムさの度合いは、系によって異なり、

溶液系（タンパク質系・脂質膜系・ミセル系・マクロ

およびナノ界面を含む）の挙動の多様性を生む。多様

性ゆえに、新しい方法論が常に考案・導入され、新規

手法によって、より多様な溶液現象が開拓されてきた。

本シンポジウムにおいては、日米を代表する溶液研究

者を招待し、現状における溶液の分子論を総括し、今

後の方向性を展望することを企画した。講演分野は、

イオン液体・超臨界水のような環境調和型の新規反応

媒体、タンパク質の安定性への水和効果、カーボンナ

ノチューブのような制限空間内での液体挙動など多岐

にわたり、また、応用にも直結する、溶液化学の最前

線課題である。ゆらぎそのものといってよい溶液系の

科学の現状と将来を概括する、とてもよい機会であっ

た。 

 講演会には 80 名程度の出席者が訪れ、大変活発な

議論が行われた。以下に、その様子の写真を示す。 

 本シンポジウムの開催に当たっては、新学術領域研

究「揺らぎが機能を決める生命分子の科学」の後援を

いただいた。ありがとうございます。また、特定領域

研究「イオン液体の科学」および新学術領域研究「水

を主役とした ATP エネルギー変換」の後援もいただい

た。 
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Maroncelli 先生    平田先生 

  

 

Rossky 先生     有本さん 

  

 

中原先生       会場の様子 
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国国際際ササミミッットト報報告告  

BBIITT  LLiiffee  SScciieennccee''ss  22nndd  AAnnnnuuaall  ““WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ooff  AAnnttiivviirraallss--22000099  ((WWSSAA--22000099))””  

JJuullyy  1188--2255,,  22000099  aatt  BBeeiijjiinngg IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  CCeenntteerr,,  CChhiinnaa  
 

上岡龍一 
(崇城大学応用生命科学・A03 計画研究代表者）     
 

表記のサミットが 2009 年 7 月 18 から 7 日間、北京

国際コンベンションセンターにおいて開催されま

した。 

 本サミットの議長は、Hailin Liu (Deputy Director 

General, China Medicinal Biotech Association, China) 及

び Ziren Xiao (Deputy Director General, China Medicinal 

Biotech Association, China)でした。WSA は、世界規模

で行われている新規の抗ウイルスに関する最新の研究

成果を報告し、情報を更新することを目的に開催され

ました。世界の第一線で活躍する著名なウイルス研究

者が、基調講演および招待講演に延べ 192 名が選ばれ

ました。以下の 4 つの Track に分かれて講演が行われ

ました。 

 

Track 1:Basic Sciences, Clinical Applications and Public 
Health 

Track 2: Novel Antivirals Drug Discovery 
Track 3: Antivirals Biotherapeutics  
Track 4: Pipeline Update and Business Development 

 

第 2 回 WSA-2009 では、新学術領域研究｢揺らぎと

生体機能｣の計画班員の一人である崇城大学の上岡龍

一 教 授 が 「 Selective Inhibitory Effects of Hybrid 

Liposomes on the Grwoth of HIV-associated Cells in Vitro 

and in Vivo」のタイトルで招待講演しました（写真 1, 2）。 

世界中で最近話題となった豚インフルエンザウイル

スを初め、エイズウイルス、肝炎ウイルスなどが存在

しています。 現在、科学技術の進歩によって、疾患の

原因となるウイルスの発見やウイルスの感染機構の解

明などにより、新規の抗ウイルス剤の研究・開発が世

界中で行われています。昨年度、ノーベル賞医学生理

学賞が子宮頸がんの原因となるパピローマウイルス

(HPV)を発見したハラルド・ツール・ハウゼン博士と

HIV ウイルス発見者にフランソワーズ・バレ-シヌジ博

士、リュック・モンタニエ両博士であったことが記憶

に新しいところです。 

上岡教授の講演は、｢ハイブリッドリポソームのエイ

ズ治療薬｣に関するもので、薬剤を含まないリポソーム

のみによるエイズ感染細胞の顕著な増殖抑制効果に対

して、大きな反響がありました。本サミットは、米国、

欧州、アジア各国から研究者が集い、抗ウイルスの現

状と将来について熱い討論が交わされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 講演中の上岡教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 WSA-2009 の会場 
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