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世界が決して追いつけない
ナショナル・プライドへ

分子の設計・合成は日本の得意技で
あるが、確固たる目標を持って、分子を
創り上げることは明確に意識されてこな
かった。分子技術とは2012年に日本が
初めて提唱した新しい学術分野で、狙っ
た機能を持つ分子を設計・合成し、分子
レベルで多様な問題を抜本的に解決し
たり、科学技術を飛躍的に高めたりする
一連の技術を指す。
「分子技術」研究領域を率いる山本尚
研究総括はこう語る。「無限に存在する
分子を最適な組み合わせで自在に設計
し、狙った機能を持つ物質を究極の精度
で合成します。物質の新しい性質を分子
レベルで完全に制御できるので、全く新
しい医薬品や、格段に高性能な太陽電
池など、真に産業競争力のある物質や
材料の開発につながっていきます。すな
わち『分子技術』は全ての物質や材料科
学の『共通言語』なのです」。
分子技術は、環境・エネルギー材料や

電子材料、医薬品や農薬に革新をもた

らす分子を創出し、日本が世界の科学技
術を牽引し続けることを目指す。「諸外
国が追いかけてきても、決して真似でき
ない科学技術を生み出し、それを日本の
ナショナル・プライドとして世界に発信し
ていきたい」と、「分子技術」研究領域は
2012年に発足した。
 
数十年先の夢を実現する
場外ホームランを放て
 
研究課題の選考にあたっては、わずか

5年先の夢ではなく20～30年先の明確
な夢と展望を掲げ、その夢を実現する独
創的なストーリーを描いているかどうか
を考慮し、日本の分子技術の基盤を築く
と期待される15人の研究者を採択し
た。医薬、エネルギー、材料、計算、測定と
広範な研究分野の分子技術が採り上げ
られ、多様な社会ニーズに応える物質や
材料の開発が見込まれるバランスの良
い最強の研究布陣となった。
山本さんが掲げた研究領域の運営方
針は「場外ホームランを打つこと」。どん
なに数が多くても、センター前のヒット

では役に立たない。それよりも、十分な
化学的基礎のない新分野に果敢に挑戦
し、最も難しい標的を克服するような場
外ホームランを放って、将来の科学技術
イノベーション創出やパラダイムシフト
を実現することを期待した。
場外ホームランを打つには、現実的で

明確な目標を研究の入口とすることが
必要と、山本さんは話す。「新しい分子を
合成してから、これを何に役立てようと
考えるのは、出口を入口と間違えていま
す。目標を実現するために必要な分子は
何か。役に立つ分子を創るという目標設
定が重要です」と強調する。
大学の研究は応用研究と純正研究に

支えられているというのが、山本さんの
持論だ（図）。社会の役に立つ目標へ突
き進むのが応用研究で、研究者が自身
の興味のあるテーマを追究するのが純
正研究である。そしてこの2つの研究の
基盤となるのが基礎研究だ。「すでに確
立された後追いの研究ではなく、画期的
な設計図を描いて実現するのに必要な
新しい基礎学理を探すことこそが、本当
の基礎研究です。全ての分子技術は応

用の目的を立てて、基礎から進んでいく
課題追求型の研究といえます」。

破壊的イノベーションで
世の中を大きく変える
 
場外ホームランを望むのは、それが破
壊的イノベーションをもたらし、日本の
分子技術を諸外国が到達できないレベ
ルまで高めると期待されるからだ。破壊
的イノベーションは、暗黙の常識や従来
の技術を否定して、市場に出ている商品
を完全に「破壊」するほど、世の中を大き
く変える力を持つ。一方で、それまでの
技術を改良するのが持続的イノベー
ションだ。「持続的イノベーションも突き
抜ければ破壊的イノベーションとなり、
十分に国際競争力を持ちますが、新しい
学術分野である分子技術が狙うのはや
はり破壊的イノベーションです」。
研究領域の発足当初から、研究者が

思い通りの研究を存分に展開できる環
境整備とともに、分子技術を発展させて
破壊的イノベーションを興すための仕
掛け作りをしてきた。例えば、将来の産
業の芽となる道を進んでいけるように、
研究分野の広がりに対応すべく、かつ社
会的ニーズの重要性も考慮して、14人
の領域アドバイザーのうち9人を産業界
から迎えた。「企業で実績を持つ研究者
は、課題追求型研究の専門家です。領域
アドバイザーとして時には厳しいコメン
トもありましたが、非常に良い刺激にな
りました」。
次世代の分子技術を担う若手研究者

を育成する試みが、「ライジング・スター

賞」の設立だ。CRESTの研究チームに参
加する助教クラス14人の独創的なアイ
デアを表彰し、研究費を支援した。「米国
ではソリストを育てようとしますが、日本
ではオーケストラの一員を育てようとす
る傾向があります」と山本さんは自身の
留学経験を振り返る。スポットライトを当
てることで、ソリストとしての自覚を促し、
異分野の受賞者との交流で新たなアン
サンブルを生み出すことが狙いだ。

突き詰めて考えて
競争を始める論文を
 
破壊的イノベーションを興すような研

究は容易ではない。突き詰めて考える
時間が必要と、ハーバード大学のロバー
ト・ウッドワード教授のセミナーに参加し
た経験をもとに説明する。「セミナーは
夜7時頃に始まり、最初にウッドワード先
生が化学の難題を板書します。セミナー
が終わるのは深夜2時頃ですが、誰かが
発言している時間は計10分にも満た
ず、何時間にもわたって50人近くの大
学院生や博士研究員が無言で答えを考
えているのです。自分が心から納得でき
る答えに到達するため、徹底的に物を考
える姿勢を学びました」。
論文引用数や雑誌の引用度数にとら

われず、研究者のアイデアの独創性や
革新性が十分に評価されることを願っ
ている。「競争に勝つ論文ではなく、新た
な研究を世界中で開始させる引き金と
なるような、競争を始める論文こそが大
切です」。
「目標を探すのに2～3年かかってもい
い」と山本さん。疑問に思い続けることも
研究者には必要だと指摘する。「わからな
いことは不安ですから、すぐに答えを出し
たくなります。しかし、答えの出ない状況
に耐える力を持つことも重要なのです。
手近なところで目標を立ててはいけま
せん。3日間、3カ月間、3年間、疑問を持

ち続けることができるかどうか。30年間
考え続けられるテーマに出合えれば、
ノーベル賞級かもしれません」。
目標の設定にあたっては、「人の役に
立つか、人を幸せにするか」が重要とい
う。「その条件を満たしていれば、絶対に
負けることはありません。『分子技術』研
究領域にはそういう目標を掲げた研究
者が集まってくれました」と振り返る。

「未来分子」への挑戦
未踏の分野を切り拓く
 
「分子技術」研究領域は最終年度を迎
え、7年間で得られた成果の数は枚挙に
いとまがない。山本さんが監修した分子
技術の解説書「Molecular Technology 
全4巻」も出版され、今や分子技術の概
念は世界中に広がり、定着している。
「プラトンとアリストテレスの時代から、
わかる科学（Analysis）とつくる科学
（Synthesis）が科学の発展を支えてきま
した」。「わかる」と「つくる」という科学の2
大源流を備えた分子技術は、今後さらな
る発展が求められると強調する。「化学は
大宇宙から小宇宙へ、私たちの知覚でき
る可視世界と原子や分子の見えない世
界を結ぶ唯一の架け橋です」。この橋を
堅固なものにするために、分子の構造を
「わかる」学問であり、化合物を「つくる」学
問でもある分子技術は欠かせない。
分子技術の次の目標を山本さんはこ

う語る。「人類のこうあってほしいという
要求から、こんなこともできるのかという
驚きをもって迎えられるイノベーション
を生み出す、未知の分子の世界に分け
入る『未来分子』に挑戦していきます」。
山本さん自身、次世代医薬品を圧倒的
な安価で製造することを目指して、ペプ
チドを合成するルイス酸触媒の開発に
注力しており、世界中のペプチドを全部
日本でつくりたいと夢を抱く。未踏の分
野を切り拓く意欲は尽きることがない。

山本  尚
やまもと  ひさし

中部大学 分子性触媒研究センター
センター長

2012年よりCREST研究総括

究極の物質を創る
「分子技術」
日本発の新しい学術分野「分子技術」に挑んで
きたのが、CREST「新機能創出を目指した分子
技術の構築（以下、「分子技術」）」研究領域だ。
山本尚研究総括のリーダーシップの下、気鋭の
研究者15人が切磋琢磨し、数多くの成果を挙
げてきた。10月号特集は、研究総括のインタ
ビューとともに、分子技術を計算機科学と生細
胞有機化学に適用した研究を紹介する。
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に耐える力を持つことも重要なのです。
手近なところで目標を立ててはいけま
せん。3日間、3カ月間、3年間、疑問を持

■図 アカデミアの研究者は、未知の学理を基礎とし
て社会課題の解決に応用できる科学技術の研
究に取り組む「応用基礎」を目指すべきである
と山本さんは説く（図解は上田良二博士の模
式図に基づく）。

ち続けることができるかどうか。30年間
考え続けられるテーマに出合えれば、
ノーベル賞級かもしれません」。
目標の設定にあたっては、「人の役に
立つか、人を幸せにするか」が重要とい
う。「その条件を満たしていれば、絶対に
負けることはありません。『分子技術』研
究領域にはそういう目標を掲げた研究
者が集まってくれました」と振り返る。

「未来分子」への挑戦
未踏の分野を切り拓く
 
「分子技術」研究領域は最終年度を迎
え、7年間で得られた成果の数は枚挙に
いとまがない。山本さんが監修した分子
技術の解説書「Molecular Technology 
全4巻」も出版され、今や分子技術の概
念は世界中に広がり、定着している。
「プラトンとアリストテレスの時代から、
わかる科学（Analysis）とつくる科学
（Synthesis）が科学の発展を支えてきま
した」。「わかる」と「つくる」という科学の2
大源流を備えた分子技術は、今後さらな
る発展が求められると強調する。「化学は
大宇宙から小宇宙へ、私たちの知覚でき
る可視世界と原子や分子の見えない世
界を結ぶ唯一の架け橋です」。この橋を
堅固なものにするために、分子の構造を
「わかる」学問であり、化合物を「つくる」学
問でもある分子技術は欠かせない。
分子技術の次の目標を山本さんはこ

う語る。「人類のこうあってほしいという
要求から、こんなこともできるのかという
驚きをもって迎えられるイノベーション
を生み出す、未知の分子の世界に分け
入る『未来分子』に挑戦していきます」。
山本さん自身、次世代医薬品を圧倒的
な安価で製造することを目指して、ペプ
チドを合成するルイス酸触媒の開発に
注力しており、世界中のペプチドを全部
日本でつくりたいと夢を抱く。未踏の分
野を切り拓く意欲は尽きることがない。

「新機能創出を目指した分子技術の構築」研究領域 公開シンポジウム
分子技術シンポジウム～未来に続く、極限のものづくり～

日時：2019年11月15日（金） 10:00～18:00
会場：JPタワーホール&カンファレンス（東京都千代田区）　参加費：無料
プログラム・参加申込：https://www.jst.go.jp/crest/mt/info/20191115.html

「分子技術」研究領域の代表的な研究成果を紹介するとともに、
今後の分子技術の展開について議論を深めます。
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未知の反応経路を探せ
計算科学が導く新材料の創出
原子や分子の種類と個数を入力するだけで、コンピューターが生成物や反応過程を予測してくれれ
ば、新たな化学反応の発見や、革新的な材料の創出につながる。化学反応の経路と生成物を自動的
に計算、予測できる反応経路自動探索法の研究開発を進めているのが、北海道大学大学院理学研究
院の前田理教授だ。

ものづくりに役立つ化学反応
複雑な反応経路の理解に挑む

化学反応とは、酸素と水素が反応して
水分子ができるように、原子や分子同士
が結合したり、分解したりして構造を変
えることだ。合成繊維や薬品など身の回
りで使われる多くの材料や薬は、化学反
応によって作られている。
このため、全ての化学反応経路を解
明できれば、新たな反応を発見し、革新
的な物質や材料が創出できると期待さ
れる。しかし、実際の反応は非常に複雑
だ。常温や常圧で安定に存在する分子
同士を反応させて、構造を変えるには、
熱や圧力、光など、外からの力や触媒が
必要となる。さらに、最初に分子のどこ
の部分が分解して、どの原子や分子と
どのように結合するのかといった詳細

前田 理
北海道大学 
大学院理学研究院　教授
2014年よりCREST研究
代表者、19年よりERATO
研究総括

まえだ  さとし

戦略的創造研究推進事業CREST
反応経路自動探索法を基盤とする化学反応の理論設計技術

な経路を調べることは容易ではない。
温度や圧力などの条件によっても変化
するため、全ての経路を調べ上げるこ
とは困難だ。
この難題に「量子化学計算」の力で
挑むのが、北海道大学大学院理学研
究院の前田理教授だ。量子化学計算と
は、原子の電子分布や座標をもとに、
分子の電子分布を計算し、分子の構
造や物性などを解析、予測する手法で
ある。
前田さんは原子や分子の種類や個
数、触媒などの組み合わせを入力する
だけで、自動的に反応経路とその生成
物を計算する反応経路自動探索法を
開発し、新材料の設計に生かそうとし
ている。これにより、膨大な数の実験を
繰り返し、試行錯誤に頼っていた経路
探索の大幅な効率化が期待される。

分子の位置を変数として系のエネル
ギーを表す関数がPESだ。
エネルギーの高低は等高線で表さ
れ、低くなっている領域は分子の安定な
構造（平衡構造、EQ）に対応している。1
つのEQから別のEQに移動する、つまり
構造が変化する反応の際には熱や圧力
など外部のエネルギーを借りて間を隔
てるエネルギー差（山）を越えていくが、
その際には複数のルートが存在する。出
発地点からゴールとなる生成物まで最
も少ないエネルギーでたどり付くルート
を探せば、多くの場合それが実際の反
応経路になる。
しかし、従来の方法では反応機構が
わかっているか、推定できる化学反応し
か解析できなかった。しかも、推定した
反応機構が正しくないと間違った解析
結果が出る。これでは系統的な解析や
信頼できる予測は難しく、新しい反応機
構を見つけることはできない。
「未知の反応経路も含めて自動的、網
羅的に探索できれば、より効率的に、新
たな化学反応を発見でき、材料開発に
革新をもたらすことができます。その実
現のため、反応経路自動探索法の研究
に着手しました」と前田さんは振り返る。

コンピューター上で力を加え
分子同士を反応させる

前田さんは、開発した人工力誘起反
応法（AFIR法）を「原子や分子をブロック

のように手でつかめたら、化学者はブ
ロック同士をひねったり外したりしなが
ら、最もくっつきやすい安定した場所を
探すでしょう。それを、コンピューター上
でできるようにしたのです」と説明する。
電子の分布には偏りがあり、分子同士

を近付けると反応しやすい部位同士は
反応し、そうではない分子同士は反発す
る。AFIR法では、向きを変えながら分子
同士を何度も押し付け、反発が少ないと
ころが見つかったらさらに力を加えて強
制的に反応させる。押し付ける力がPES
で山を越える力に相当し、反応が起こる
押し付け方がEQにたどり着く反応経路
に相当する。3つ以上の成分でも、考え
方は同じだ。

この操作を繰り返すことで、実際に起
こり得る反応経路を探索し、新たな安定
構造を見つけ出せる。途中経過につい
てもコンピューター上で確認でき、詳細
な反応メカニズムの解析が可能だ。発
見した安定構造を出発点として同様の
探索を繰り返せば、同一の化学組成で
得られる全ての反応経路を探索し、ネッ
トワークを明らかにできる（図2）。
「開発した2010年当時は、有機合成
反応のみを対象としていましたが、
CRESTでさまざまな分野の研究者と交
流を深める中、結晶構造や生体反応、触
媒の表面反応など、さまざまな化学反
応系に適用できるように改良しました。
この汎用性が最大の強みとなっていま
す」と前田さん。AFIR法を実装した化学
反応自動探索プログラムはウェブ上で
も公開され、世界各国の研究グループ
に利用されている（図3）。さらに産業界
からも注目を集め、自動車の排気ガス中
の有害物質の除去に用いる触媒の開発
など、共同研究も進めているという。

物質が発光するかを予測
発光材料の開発に期待

このAFIR法を光化学反応へ応用し、
発光、光異性化、光増感などの光機能を
持った分子の反応経路を自動探索した
のが、研究室のメンバーである原渕祐
助教だ。CREST開始当初から、自身がさ

きがけに採択されるまでの約2年間、研
究に参加していた。光機能性分子を研
究していた原渕さんは「AFIR法は発光
材料の開発に生かせる」と考え、研究に
着手した。
光によって励起された分子が基底状
態に戻る際、発光する経路と発光しない
経路のいずれかを通る。材料が発光す
ることを示すには、光励起直後の構造を
出発点とする経路を調べて、発光しない
経路が1つもないことを示す必要があ
る。しかし、数多く存在する経路を調べ上
げることは非常に難しい。そこで、AFIR
法を使って経路を予測したのである。
「候補物質が光りそうか否かを計算に
よって予測できるようになり、有望な材
料を効率的に探せます。AFIR法が実際
の材料探索に役立つことを示すことが
できました」と原渕さんは胸を張る。すで
に研究チームを離れているが「さきがけ
では開発した光反応の反応経路探索を
情報学と組み合わせ、発光材料研究の
基盤づくりをしたい」と意気込んでいる。

現実的な分岐のみを計算
実用に耐える基盤技術へ

AFIR法は網羅的な探索が可能だが、
反応経路がいくつも枝分かれし広大な
ネットワークを描くため、計算量が多くな
り時間がかかる。前田さんはさらに効率
よく経路の探索を行うため、計算量の圧
縮にも取り組み、ネットワーク上のどちら
の方向に探索を広げるかをナビゲートす
る速度定数行列縮約（RCMC）法を開発
した。「光反応の反応経路探索とRCMC
法が二大成果」と前田さんは話す。
RCMC法は、いくつもの枝分かれの
中から現実的に起こり得る分岐のみを
選んで探索を続ける、つまり不要な枝
を刈り込んで計算量を減らす技術だ。
新たな反応経路が見つかった際には、
その都度反応時間を算出し、予め設定
しておいた反応時間や温度の範囲内で
実現可能な反応かを判断する。指定し
た条件下では起こり得ない反応経路と
分子構造についてはそこで探索を止め
るので、計算量の大幅な削減が図られ
ただけでなく、実際の反応に合致した

経路を選び出すことができるように
なった。
「当時修士課程の学生だった住谷陽
輔博士研究員が第一著者となり、2015
年に論文を発表しました。その後も改
良を重ね、完成したのは18年11月で
す。汎用性が高く、AFIR法と並んで反
応経路自動探索の根幹をなす手法と
なっています」と前田さん。複雑すぎて
計算が難しかった、Aという反応物とB
という反応物を混ぜて得られる生成物
Cの予測も可能になった。「実際の実験
結果が予測の結果とよく一致すること
も確認しています。これは私の長年の
夢でしたので、大きな手応えを感じてい
ます」と目を輝かせる。
CRESTでの研究を振り返り、「応募当
時は助教だったにもかかわらず、採択し
てくださった山本尚研究総括には感謝
しています。領域アドバイザーのコメン
トや共同研究により視野が広がり、研究
を大きく発展させることができました」

と語る。18年度からは世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）北海道大学
化学反応創成研究拠点で拠点長を務
める他、今月からはERATOプロジェク
トを率いるなど、日本の理論化学を牽
引している。ERATOでは「化学反応創
成知能」を掲げ、さまざまな分子や触媒
の組み合わせで得られる反応経路を
データベース化し、目的物を効率よく合
成するための反応経路や反応物の組み
合わせを迅速に導き出し、提案するシス
テムの構築を目指す。
実験結果を理論的に解釈する手段

だった量子化学計算。今後は予測結果
を実験によって実証する時代がやって
くると前田さんは考えている。「20年も
すれば、人間が思い付かないような化
学反応を提案する人工知能も実現でき
ると信じています。それにより材料開発
や創薬のスピードは飛躍的に向上する
でしょう。失敗してもめげずに、未来の
化学を形にしていきます」。

量子化学計算で経路を探索
位置エネルギーの地図を描く

量子化学計算は計算科学の急速な発
展にも後押しされ、化学反応を解析する
ための重要なツールになっている。反応
に伴う原子や分子の動きをコンピュー
ターで解析し、反応過程の可視化や反
応に必要なエネルギーの計算が可能に
なった。
反応経路を考える上で重要になるの

が、ポテンシャルエネルギー曲面（PES）だ
（図1）。原子は固有の位置エネルギーを
持つが、複数が集まると結合したり、引き
合ったりして変化する。例えば、水分子を
構成する酸素原子と2つの水素原子を
「く」の字型に配置するか、無理やり直線
型に配置するかでエネルギーは異なる
のである。このように系に関わる原子や

左側のポスターの前田さんの顔は、さまざまな分子構造を並べて
作られている。修士課程2年の恒川佳諒さんが作成した。
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複雑な反応経路の理解に挑む

化学反応とは、酸素と水素が反応して
水分子ができるように、原子や分子同士
が結合したり、分解したりして構造を変
えることだ。合成繊維や薬品など身の回
りで使われる多くの材料や薬は、化学反
応によって作られている。
このため、全ての化学反応経路を解
明できれば、新たな反応を発見し、革新
的な物質や材料が創出できると期待さ
れる。しかし、実際の反応は非常に複雑
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な経路を調べることは容易ではない。
温度や圧力などの条件によっても変化
するため、全ての経路を調べ上げるこ
とは困難だ。
この難題に「量子化学計算」の力で
挑むのが、北海道大学大学院理学研
究院の前田理教授だ。量子化学計算と
は、原子の電子分布や座標をもとに、
分子の電子分布を計算し、分子の構
造や物性などを解析、予測する手法で
ある。
前田さんは原子や分子の種類や個
数、触媒などの組み合わせを入力する
だけで、自動的に反応経路とその生成
物を計算する反応経路自動探索法を
開発し、新材料の設計に生かそうとし
ている。これにより、膨大な数の実験を
繰り返し、試行錯誤に頼っていた経路
探索の大幅な効率化が期待される。

分子の位置を変数として系のエネル
ギーを表す関数がPESだ。
エネルギーの高低は等高線で表さ
れ、低くなっている領域は分子の安定な
構造（平衡構造、EQ）に対応している。1
つのEQから別のEQに移動する、つまり
構造が変化する反応の際には熱や圧力
など外部のエネルギーを借りて間を隔
てるエネルギー差（山）を越えていくが、
その際には複数のルートが存在する。出
発地点からゴールとなる生成物まで最
も少ないエネルギーでたどり付くルート
を探せば、多くの場合それが実際の反
応経路になる。
しかし、従来の方法では反応機構が
わかっているか、推定できる化学反応し
か解析できなかった。しかも、推定した
反応機構が正しくないと間違った解析
結果が出る。これでは系統的な解析や
信頼できる予測は難しく、新しい反応機
構を見つけることはできない。
「未知の反応経路も含めて自動的、網
羅的に探索できれば、より効率的に、新
たな化学反応を発見でき、材料開発に
革新をもたらすことができます。その実
現のため、反応経路自動探索法の研究
に着手しました」と前田さんは振り返る。

コンピューター上で力を加え
分子同士を反応させる

前田さんは、開発した人工力誘起反
応法（AFIR法）を「原子や分子をブロック

のように手でつかめたら、化学者はブ
ロック同士をひねったり外したりしなが
ら、最もくっつきやすい安定した場所を
探すでしょう。それを、コンピューター上
でできるようにしたのです」と説明する。
電子の分布には偏りがあり、分子同士

を近付けると反応しやすい部位同士は
反応し、そうではない分子同士は反発す
る。AFIR法では、向きを変えながら分子
同士を何度も押し付け、反発が少ないと
ころが見つかったらさらに力を加えて強
制的に反応させる。押し付ける力がPES
で山を越える力に相当し、反応が起こる
押し付け方がEQにたどり着く反応経路
に相当する。3つ以上の成分でも、考え
方は同じだ。

この操作を繰り返すことで、実際に起
こり得る反応経路を探索し、新たな安定
構造を見つけ出せる。途中経過につい
てもコンピューター上で確認でき、詳細
な反応メカニズムの解析が可能だ。発
見した安定構造を出発点として同様の
探索を繰り返せば、同一の化学組成で
得られる全ての反応経路を探索し、ネッ
トワークを明らかにできる（図2）。
「開発した2010年当時は、有機合成
反応のみを対象としていましたが、
CRESTでさまざまな分野の研究者と交
流を深める中、結晶構造や生体反応、触
媒の表面反応など、さまざまな化学反
応系に適用できるように改良しました。
この汎用性が最大の強みとなっていま
す」と前田さん。AFIR法を実装した化学
反応自動探索プログラムはウェブ上で
も公開され、世界各国の研究グループ
に利用されている（図3）。さらに産業界
からも注目を集め、自動車の排気ガス中
の有害物質の除去に用いる触媒の開発
など、共同研究も進めているという。

物質が発光するかを予測
発光材料の開発に期待

このAFIR法を光化学反応へ応用し、
発光、光異性化、光増感などの光機能を
持った分子の反応経路を自動探索した
のが、研究室のメンバーである原渕祐
助教だ。CREST開始当初から、自身がさ

きがけに採択されるまでの約2年間、研
究に参加していた。光機能性分子を研
究していた原渕さんは「AFIR法は発光
材料の開発に生かせる」と考え、研究に
着手した。
光によって励起された分子が基底状
態に戻る際、発光する経路と発光しない
経路のいずれかを通る。材料が発光す
ることを示すには、光励起直後の構造を
出発点とする経路を調べて、発光しない
経路が1つもないことを示す必要があ
る。しかし、数多く存在する経路を調べ上
げることは非常に難しい。そこで、AFIR
法を使って経路を予測したのである。
「候補物質が光りそうか否かを計算に
よって予測できるようになり、有望な材
料を効率的に探せます。AFIR法が実際
の材料探索に役立つことを示すことが
できました」と原渕さんは胸を張る。すで
に研究チームを離れているが「さきがけ
では開発した光反応の反応経路探索を
情報学と組み合わせ、発光材料研究の
基盤づくりをしたい」と意気込んでいる。

現実的な分岐のみを計算
実用に耐える基盤技術へ

AFIR法は網羅的な探索が可能だが、
反応経路がいくつも枝分かれし広大な
ネットワークを描くため、計算量が多くな
り時間がかかる。前田さんはさらに効率
よく経路の探索を行うため、計算量の圧
縮にも取り組み、ネットワーク上のどちら
の方向に探索を広げるかをナビゲートす
る速度定数行列縮約（RCMC）法を開発
した。「光反応の反応経路探索とRCMC
法が二大成果」と前田さんは話す。
RCMC法は、いくつもの枝分かれの
中から現実的に起こり得る分岐のみを
選んで探索を続ける、つまり不要な枝
を刈り込んで計算量を減らす技術だ。
新たな反応経路が見つかった際には、
その都度反応時間を算出し、予め設定
しておいた反応時間や温度の範囲内で
実現可能な反応かを判断する。指定し
た条件下では起こり得ない反応経路と
分子構造についてはそこで探索を止め
るので、計算量の大幅な削減が図られ
ただけでなく、実際の反応に合致した

経路を選び出すことができるように
なった。
「当時修士課程の学生だった住谷陽
輔博士研究員が第一著者となり、2015
年に論文を発表しました。その後も改
良を重ね、完成したのは18年11月で
す。汎用性が高く、AFIR法と並んで反
応経路自動探索の根幹をなす手法と
なっています」と前田さん。複雑すぎて
計算が難しかった、Aという反応物とB
という反応物を混ぜて得られる生成物
Cの予測も可能になった。「実際の実験
結果が予測の結果とよく一致すること
も確認しています。これは私の長年の
夢でしたので、大きな手応えを感じてい
ます」と目を輝かせる。
CRESTでの研究を振り返り、「応募当
時は助教だったにもかかわらず、採択し
てくださった山本尚研究総括には感謝
しています。領域アドバイザーのコメン
トや共同研究により視野が広がり、研究
を大きく発展させることができました」

と語る。18年度からは世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）北海道大学
化学反応創成研究拠点で拠点長を務
める他、今月からはERATOプロジェク
トを率いるなど、日本の理論化学を牽
引している。ERATOでは「化学反応創
成知能」を掲げ、さまざまな分子や触媒
の組み合わせで得られる反応経路を
データベース化し、目的物を効率よく合
成するための反応経路や反応物の組み
合わせを迅速に導き出し、提案するシス
テムの構築を目指す。
実験結果を理論的に解釈する手段

だった量子化学計算。今後は予測結果
を実験によって実証する時代がやって
くると前田さんは考えている。「20年も
すれば、人間が思い付かないような化
学反応を提案する人工知能も実現でき
ると信じています。それにより材料開発
や創薬のスピードは飛躍的に向上する
でしょう。失敗してもめげずに、未来の
化学を形にしていきます」。

量子化学計算で経路を探索
位置エネルギーの地図を描く

量子化学計算は計算科学の急速な発
展にも後押しされ、化学反応を解析する
ための重要なツールになっている。反応
に伴う原子や分子の動きをコンピュー
ターで解析し、反応過程の可視化や反
応に必要なエネルギーの計算が可能に
なった。
反応経路を考える上で重要になるの

が、ポテンシャルエネルギー曲面（PES）だ
（図1）。原子は固有の位置エネルギーを
持つが、複数が集まると結合したり、引き
合ったりして変化する。例えば、水分子を
構成する酸素原子と2つの水素原子を
「く」の字型に配置するか、無理やり直線
型に配置するかでエネルギーは異なる
のである。このように系に関わる原子や

■図1 2変数の場合のPES。エネルギーが低い位置は生成物が安定した構造（EQ）を取っていること
を示す。別のEQに移動する際には、一時的にエネルギーの高い不安定な構造を取るが、最も
エネルギーを節約できる状態（TS）を経ていく。

■図2 AFIR法で得られた反応経路同士を結んだ「反応経路のネットワーク」の例。ネットワークの各点にあ
るのが分子構造の異なる中間生成物で、そこから次の反応経路が複数伸びていく。ネットワークは
広大なため、RCMC法で不要な経路を刈り込みながら探索することで、計算量を減らしている。

■図3 ウェブで公開されている化学反応経路自動探索プログラム。アカデミックユーザーは、申請
すれば無料で利用できる。https://afir.sci.hokudai.ac.jp/

北海道大学大学院理学研究院の原渕祐助教（左）。発足当初から研究チームに参画し、光化学反応への経
路自動探索の適用に成功した。
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GABAA受容体は、抗うつ剤や不安
を和らげる作用がある薬剤が結合す
る神経伝達物質受容体だ。新しい薬
剤は受容体の構造に合わせて開発さ
れるが、複数のたんぱく質ユニットの
複合体であるGABAA受容体は、分子
量が40万以上もある巨大分子で、構
造が不明だった。しかもGABAやベン
ゾジアゼピンなど複数の薬剤結合部
位を持つ複雑な構造をしており、効率
的な薬剤設計が難しかった。既存の
向精神薬は複数種類のGABAA受容
体に作用してしまうため、依存症や眠
気などの副作用が問題となっており、
特定のGABAA受容体にしか作用し
ない薬剤が求められていた。
「向精神薬に使われているベンゾ
ジアゼピンは、ほぼ全種類のGABAA
受容体に結合します。特定のGABAA
受容体上にあるベンゾジアゼピンと
の結合部位を認識できる化合物を見
つければ、副作用の少ない新たな向
精神薬の開発につながります」と浜地
さんは期待を込める。そこでベンゾジ
アゼピンを基に蛍光ラベル化剤を作
製した。GABAA受容体の薬剤結合部
位を蛍光センサー化する狙いだ。
「ある化合物が、ある受容体に作用
するかしないかを判断するためには、
手間のかかる実験が必要でした。しか
しリガンド指向性ラベル化剤を使え
ば、ベンゾジアゼピンの作用部位に
結合する化合物を簡単に判別できま
す」。蛍光ラベル化剤を受容体に付け
ておけば、別の物質が作用した時に
蛍光変化が起こるので、受容体の構
造がわからなくても薬剤候補を探索
できる（図5）。
1280種類の中から4種類の候補

試験管から生細胞へ
内在性たんぱく質に挑戦

生命現象の謎を解き明かす鍵とな
るのが、遺伝子を基に作られる多様な
たんぱく質だ。人間の体を構成する
約37兆個の細胞内で、エネルギー生
産、代謝や情報伝達などの多彩な生
命活動を担っている。
これまでのたんぱく質の解析手法
は、狙ったたんぱく質（標的たんぱく
質）を取り出して精製し、試験管内の
人工的な環境で調べる「精製系」が多
かった（図1）。しかし生きた細胞は、標

であるグルタミン酸をリガンドとして
認識する。AMPA受容体は細胞膜上
だけでなく細胞内にも存在するが、記
憶の強化や減弱に伴って細胞膜上で
の発現量が変わるため、「記憶の分子
メカニズムを解明するには、細胞膜上
にあるAMPA受容体にだけ目印を付
けて、その動態を解析する手法が求
められていました」と浜地さん。細胞
膜を透過しないようにラベル化剤を
設計し、細胞膜上の受容体だけの目
印付けに成功した（図3）。「受容体の
機能を維持したまま、内在的に発現す
るAMPA受容体の動態解析が可能と
なりました」。蛍光たんぱく質で標識
した受容体の動態と大きく異なるこ
とも明らかにした。
AMPA受容体を蛍光標識する方法

には、蛍光たんぱく質の他に、免疫機
能に関わる抗体を利用したものがあ
る。蛍光たんぱく質は細胞内の受容
体も標識してしまい、細胞膜上の受容

体だけを調べることは容易ではな
かった。「抗体は約10ナノメートルと
大きく、神経細胞が密集する脳組織
の奥まで浸透しないため、深部にあ
る受容体を正確に調べることは困難
でした。しかしラベル化剤は1ナノ
メートル未満と小さいため、抗体よ
り深い部分まで浸透します」。これま
で届かなかった脳組織の深部にある
受容体にも蛍光の目印を付けられる
ことを実証した（図4）。

受容体を蛍光センサーに
新薬を効率的に探索

リガンド指向性ラベル化剤を利用
して、標的たんぱく質に蛍光セン
サーの役割を持たせ、新しい向精神
薬の候補となる化合物を見いだすこ
とにも成功した。

戦略的創造研究推進事業CREST
生細胞有機化学を基軸としたタンパク質その場解析のための分子技術

 JSTnews October 2019

■図2 リガンド指向性ラベル化剤は、標的たんぱく質と結合するリガンドと、標的たんぱく質の目印となるプローブ、両者をつなぐ反応基の3つの部分で構成され
ている。リガンドが標的たんぱく質に認識されると、たんぱく質上の反応性アミノ酸（Nu）とラベル化剤の反応基が近接するため、修飾反応が促進される。
認識されたリガンドはラベル化と同時に標的たんぱく質から切り離される。

■図1 たんぱく質の構造と機能解析は生命科学の発展に極めて重要で、疾病診断や創薬開発への波及
効果が期待される。細胞内のたんぱく質は動的な相互作用や局在変化で機能が制御されるの
で、精製系と夾雑系では構造・機能が大きく異なる。これまで生細胞内でのたんぱく質解析の分
子技術が欠如していた。

能なツールではない。「新しく合成され
るたんぱく質はラベル化できますが、
元から細胞に存在している内在性たん
ぱく質は修飾できません。本来の生命
現象を知るためには、内在性たんぱく
質にこそ、目印を付けたいのです」。
蛍光たんぱく質は分子量が大きく、
標的たんぱく質が小さい場合は、そ
の機能を損なう可能性も危惧され
た。標的たんぱく質の検出モードが蛍
光イメージングに限られる点も課題
だった。「蛍光たんぱく質よりも小さ
い分子を目印に使えば、機能阻害を
最低限に抑えられるのではないか」と
浜地さんはひらめいた。小分子であ
れば多くの種類のたんぱく質を検出
可能な上、実験目的に合わせて蛍光
以外の目印も化学合成できると、期
待に心が躍った。

認識と反応の組み合わせ
膜たんぱく質をラベル化

同じ20種類のアミノ酸で構成され

るたんぱく質が夾雑する生細胞内で、
標的たんぱく質だけを化学修飾する
ことは容易ではない。「無謀な挑戦」と
も言われたが、浜地さんはひるまず、
「フラスコや試験管内の純粋な環境
の化学ではなく、混み合った生細胞の
化学に挑戦することが自分の役割」
と、信じた道を突き進んだ。
「いきなり標的たんぱく質に目印を
付ける化学反応は難しいだろう」と考
えた浜地さんは、「苦肉の策」として、
目印を付ける前に標的たんぱく質を
認識する過程を入れることを思いつ
いた。生命の仕組みとしてたんぱく質
が持つリガンド認識機能を利用した
もので、「リガンド指向性化学」と名付
けた。
リガンドと呼ばれる小分子は、生細
胞中の特定のたんぱく質とだけ結合
する。標的たんぱく質とリガンドはい
わば鍵穴と鍵の関係にある。鍵であ
るリガンドが目印となるプローブ（機
能性分子）を運び、標的たんぱく質に
結合して目印を移す（図2）。「リガンド

とプローブ、そして標的たんぱく質に
プローブを付ける役割を担う反応基
で構成される『ラベル化剤分子』の合
成に成功しました」。緑色蛍光たんぱ
く質の分子量は約2万5000と大きい
が、ラベル化剤によって蛍光プローブ
を分子量300程度まで小型化し、標
的たんぱく質に付けることができた。
リガンドが標的たんぱく質に認識さ
れると、たんぱく質上の反応性アミノ
酸とラベル化剤の反応基が近接する
ため、修飾反応が促進される仕組み
だ。近接効果を活用したこのラベル
化技術は、認識と反応の組み合わせ
が重要となる。生細胞の表面や内部
には多種多様なたんぱく質が混在し、
とりわけ膜たんぱく質の解析は難し
いが、リガンドとプローブを適切に組
み合わせたラベル化剤を作製するこ
とで、形状や機能が異なるさまざまな
膜たんぱく質にも適用可能であると
実績を積み上げている。

細胞膜上から脳深部まで
機能維持して動態を観察

発展したゲノム編集技術に基づく遺
伝子工学的手法に対して、化学修飾に
よるラベル化は困難が予想されたが、
リガンド指向性化学は、蛍光たんぱく質
を補って余りある結果をもたらした。
代表的な成果の1つが、マウスの培
養神経細胞および脳細胞で内在的に
発現するAMPAグルタミン酸受容体
のラベル化だ。AMPA受容体は、記
憶や学習に欠かせない神経伝達物質

分子技術で新しい
生細胞有機化学を

2014年、さきがけ「統合1細胞解
析のための革新的技術基盤」研究領
域の研究総括として、浜地さんは40
人近くの若手研究者を率いる立場
になった。数年の研究期間での成果
を求めず、数十年先に大きく花開け
ばいいと期待している。「若手の研
究は失敗してもかまいません。ただ
し、成功も失敗も自分の選択の結果
です。研究者は自分の研究に対して
自信と責任を持つべきなのです」。
「自分が本当に面白いと感じる研
究を続けることが大切」と若手研究
者には伝えている。「流行り廃りに振
り回されず、今後の数十年を賭ける
のに値する研究テーマを見つけてほ
しい。もしかしたら20年研究しても、
成果が得られないかもしれない。そ
れでも、自分が本当に好きで面白い
と思うことを目指しているのか、常に
自問自答する必要があります」。
「リガンド指向性化学の着想を得た
20年前、誰も面白いとは言ってくれま
せんでした」と浜地さんは振り返る。
「他人がどう言おうと、自分が価値があ
ると信じることを突き詰めていくと、そ
れが研究者に不可欠な個性や独創性
になります。研究の岐路に立った時は
いつも、自分にしか見られない景色が
その先にあると信じる道を選んできま
した」。分子技術で新しい生細胞有機
化学をつくりたいと、浜地さんが編み
出したラベル化技術は、誰も見たこと
のない光景を描き続けていく。

定されてしまう問題もあった。「最初
に開発したラベル化剤を第1世代と
すると、最新のラベル化剤は第4世
代で、NASAと呼ばれる物質を目印
の運び手に使いました。一番の進化
は反応速度で、第1世代と比較して
1000倍になりました。第1世代で3
時間必要だった反応時間が、第4世
代では10分以下で済むようになり
ました」。
ラベル化に必要な時間が短縮され

ることで、より多くの実験を効率的に
できるようになる（図6）。メリットはそ
れだけではない。「たんぱく質の中に
は、寿命が短いものもあります。ラベ
ル化している間に寿命が尽きて分解
してしまうのです。ラベル化に要する
時間を短くする、すなわち反応時間
を早めることで、より多くのたんぱく
質に目印を付けて解析できるように
なります。標的たんぱく質の時間経
過の可視化や定量化も可能になりま
す」と、浜地さんは次世代ラベル化剤
開発の重要性を強調する。

化合物が選別され、そのうちの2種
類はGABAA受容体に作用する化合
物として、新たに発見されたもの
だった。「GABAA受容体だけでなく、
他の細胞膜受容体を対象とした薬
剤探索にも応用できます」と適用性
の広さを強調する。

1000倍の反応速度
次世代ラベル化剤へ

「将来は、生きている生物の脳中
で、たんぱく質の振る舞いや薬の働
きをリアルタイムで解析できるよう
にしたいですね」。その夢を実現する
ためにも、浜地さんはラベル化剤を
さらに発展させたいと考えている。
幅広い種類のたんぱく質を標的とす
るために、より多くのリガンドやプ
ローブの組み合わせに対応したラベ
ル化剤を設計している。
初期のラベル化剤は反応速度が
遅く、数時間から数日の時間を要す
るため、使い勝手が悪く、応用が限的たんぱく質以外にも多くのたんぱ

く質やイオン、アミノ酸、核酸、糖鎖、
脂質などの分子が混在している「夾雑
系」である。「試験管のたんぱく質が
生細胞にいる時と同じような振る舞
いや働きをしているとは限りません。
生体分子本来の機能を解析したり制
御したりするため、生細胞でのたんぱ
く質を解析する分子技術を実現した
いと考えました」と、京都大学大学院
工学研究科の浜地格教授は語る。医
薬品として有機合成された分子が、生
体内でその効果を最大限に発揮する
には、夾雑系でのたんぱく質の精密

解析が求められる。
標的たんぱく質の周りは、数万種類
以上の多様な分子で混み合っている。
いわば大勢の乗客がひしめきあう通勤
電車のような環境で、標的たんぱく質
だけの動態を解明することは極めて難
しく、標的たんぱく質に目印を付ける
ラベル化技術が生まれた。現在の主流
は、標的たんぱく質を作る遺伝子に蛍
光たんぱく質の遺伝子を組み込み、蛍
光の目印を持った標的たんぱく質を合
成する遺伝子工学的手法だ。蛍光たん
ぱく質の発見は、たんぱく質の構造や
機能の研究を大きく前進させたが、万
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分子の目印で
生命現象の謎を解く
生きた細胞の中でたんぱく質はどのように振る舞い、どのような働きをしてい
るのか。その解明に一歩近づく分子技術に挑むのが、京都大学大学院工学
研究科の浜地格教授だ。狙ったたんぱく質に分子の目印を付けるラベル化
技術「リガンド指向性化学」は、生命化学研究や医薬品開発の新しい基盤を
築くと期待されている。

浜地  格
京都大学 大学院工学研究科　教授
2013～18年CREST研究代表者、
14年よりさきがけ研究総括、18年
よりERATO研究総括
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GABAA受容体は、抗うつ剤や不安
を和らげる作用がある薬剤が結合す
る神経伝達物質受容体だ。新しい薬
剤は受容体の構造に合わせて開発さ
れるが、複数のたんぱく質ユニットの
複合体であるGABAA受容体は、分子
量が40万以上もある巨大分子で、構
造が不明だった。しかもGABAやベン
ゾジアゼピンなど複数の薬剤結合部
位を持つ複雑な構造をしており、効率
的な薬剤設計が難しかった。既存の
向精神薬は複数種類のGABAA受容
体に作用してしまうため、依存症や眠
気などの副作用が問題となっており、
特定のGABAA受容体にしか作用し
ない薬剤が求められていた。
「向精神薬に使われているベンゾ
ジアゼピンは、ほぼ全種類のGABAA
受容体に結合します。特定のGABAA
受容体上にあるベンゾジアゼピンと
の結合部位を認識できる化合物を見
つければ、副作用の少ない新たな向
精神薬の開発につながります」と浜地
さんは期待を込める。そこでベンゾジ
アゼピンを基に蛍光ラベル化剤を作
製した。GABAA受容体の薬剤結合部
位を蛍光センサー化する狙いだ。
「ある化合物が、ある受容体に作用
するかしないかを判断するためには、
手間のかかる実験が必要でした。しか
しリガンド指向性ラベル化剤を使え
ば、ベンゾジアゼピンの作用部位に
結合する化合物を簡単に判別できま
す」。蛍光ラベル化剤を受容体に付け
ておけば、別の物質が作用した時に
蛍光変化が起こるので、受容体の構
造がわからなくても薬剤候補を探索
できる（図5）。
1280種類の中から4種類の候補

試験管から生細胞へ
内在性たんぱく質に挑戦

生命現象の謎を解き明かす鍵とな
るのが、遺伝子を基に作られる多様な
たんぱく質だ。人間の体を構成する
約37兆個の細胞内で、エネルギー生
産、代謝や情報伝達などの多彩な生
命活動を担っている。
これまでのたんぱく質の解析手法
は、狙ったたんぱく質（標的たんぱく
質）を取り出して精製し、試験管内の
人工的な環境で調べる「精製系」が多
かった（図1）。しかし生きた細胞は、標
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であるグルタミン酸をリガンドとして
認識する。AMPA受容体は細胞膜上
だけでなく細胞内にも存在するが、記
憶の強化や減弱に伴って細胞膜上で
の発現量が変わるため、「記憶の分子
メカニズムを解明するには、細胞膜上
にあるAMPA受容体にだけ目印を付
けて、その動態を解析する手法が求
められていました」と浜地さん。細胞
膜を透過しないようにラベル化剤を
設計し、細胞膜上の受容体だけの目
印付けに成功した（図3）。「受容体の
機能を維持したまま、内在的に発現す
るAMPA受容体の動態解析が可能と
なりました」。蛍光たんぱく質で標識
した受容体の動態と大きく異なるこ
とも明らかにした。
AMPA受容体を蛍光標識する方法

には、蛍光たんぱく質の他に、免疫機
能に関わる抗体を利用したものがあ
る。蛍光たんぱく質は細胞内の受容
体も標識してしまい、細胞膜上の受容

体だけを調べることは容易ではな
かった。「抗体は約10ナノメートルと
大きく、神経細胞が密集する脳組織
の奥まで浸透しないため、深部にあ
る受容体を正確に調べることは困難
でした。しかしラベル化剤は1ナノ
メートル未満と小さいため、抗体よ
り深い部分まで浸透します」。これま
で届かなかった脳組織の深部にある
受容体にも蛍光の目印を付けられる
ことを実証した（図4）。

受容体を蛍光センサーに
新薬を効率的に探索

リガンド指向性ラベル化剤を利用
して、標的たんぱく質に蛍光セン
サーの役割を持たせ、新しい向精神
薬の候補となる化合物を見いだすこ
とにも成功した。
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■図3 AMPA受容体の蛍光標識の模式図（上）。AMPA受容体を発現させた細胞にラベル化剤を添加
し、洗浄した際の顕微鏡観察結果（下）。ラベル化剤は細胞膜を透過せず、細胞膜上にあるAMPA
受容体だけがラベル化されている。

■図5 GABAA受容体の構造とその薬剤結合部位。GABAA受容体には抗うつ剤、抗不安薬、麻酔薬、睡眠薬などさまざまな薬剤が結合する。
GABAA受容体のベンゾジアゼピン結合部位をラベル化することで、特定の薬剤結合部位に作用する化合物を見つける蛍光センサーの役割を持たせた。
①ラベル化剤添加によって薬剤結合部位に目印（蛍光団、緑丸）を付ける。②消光剤の添加によって目印の蛍光を弱める。③ベンゾジアゼピン結合部位に
作用する薬剤（ベンゾジアゼピンリガンド）の添加によって消光剤が追い出され、目印の蛍光が回復する。画像は共焦点顕微鏡による観察結果。

■図6 N-アシル-N-アルキルスルホンアミドを使用することからNASAと呼ばれるラベル化剤は、従来のリ
ガンド指向性化学の反応基と比較して、数十から1000倍以上の反応速度の向上を実現し、反応性の
低いリジン残基のみを高速に修飾できた。最も高速といわれる酵素反応に匹敵する反応速度だ。

■図4 脳組織のAMPA受容体をラベル化剤と抗体を用いて蛍光標識した際の組織表面および組織深部の蛍光画像。抗体を用いたラベル化手法（左）では、表面は
ラベル化されているが、組織の深さ方向へのラベル化は不十分である。リガンド指向性ラベル化剤（右）では組織の深い部分までラベル化されている。

能なツールではない。「新しく合成され
るたんぱく質はラベル化できますが、
元から細胞に存在している内在性たん
ぱく質は修飾できません。本来の生命
現象を知るためには、内在性たんぱく
質にこそ、目印を付けたいのです」。
蛍光たんぱく質は分子量が大きく、
標的たんぱく質が小さい場合は、そ
の機能を損なう可能性も危惧され
た。標的たんぱく質の検出モードが蛍
光イメージングに限られる点も課題
だった。「蛍光たんぱく質よりも小さ
い分子を目印に使えば、機能阻害を
最低限に抑えられるのではないか」と
浜地さんはひらめいた。小分子であ
れば多くの種類のたんぱく質を検出
可能な上、実験目的に合わせて蛍光
以外の目印も化学合成できると、期
待に心が躍った。

認識と反応の組み合わせ
膜たんぱく質をラベル化

同じ20種類のアミノ酸で構成され

るたんぱく質が夾雑する生細胞内で、
標的たんぱく質だけを化学修飾する
ことは容易ではない。「無謀な挑戦」と
も言われたが、浜地さんはひるまず、
「フラスコや試験管内の純粋な環境
の化学ではなく、混み合った生細胞の
化学に挑戦することが自分の役割」
と、信じた道を突き進んだ。
「いきなり標的たんぱく質に目印を
付ける化学反応は難しいだろう」と考
えた浜地さんは、「苦肉の策」として、
目印を付ける前に標的たんぱく質を
認識する過程を入れることを思いつ
いた。生命の仕組みとしてたんぱく質
が持つリガンド認識機能を利用した
もので、「リガンド指向性化学」と名付
けた。
リガンドと呼ばれる小分子は、生細
胞中の特定のたんぱく質とだけ結合
する。標的たんぱく質とリガンドはい
わば鍵穴と鍵の関係にある。鍵であ
るリガンドが目印となるプローブ（機
能性分子）を運び、標的たんぱく質に
結合して目印を移す（図2）。「リガンド

とプローブ、そして標的たんぱく質に
プローブを付ける役割を担う反応基
で構成される『ラベル化剤分子』の合
成に成功しました」。緑色蛍光たんぱ
く質の分子量は約2万5000と大きい
が、ラベル化剤によって蛍光プローブ
を分子量300程度まで小型化し、標
的たんぱく質に付けることができた。
リガンドが標的たんぱく質に認識さ
れると、たんぱく質上の反応性アミノ
酸とラベル化剤の反応基が近接する
ため、修飾反応が促進される仕組み
だ。近接効果を活用したこのラベル
化技術は、認識と反応の組み合わせ
が重要となる。生細胞の表面や内部
には多種多様なたんぱく質が混在し、
とりわけ膜たんぱく質の解析は難し
いが、リガンドとプローブを適切に組
み合わせたラベル化剤を作製するこ
とで、形状や機能が異なるさまざまな
膜たんぱく質にも適用可能であると
実績を積み上げている。

細胞膜上から脳深部まで
機能維持して動態を観察

発展したゲノム編集技術に基づく遺
伝子工学的手法に対して、化学修飾に
よるラベル化は困難が予想されたが、
リガンド指向性化学は、蛍光たんぱく質
を補って余りある結果をもたらした。
代表的な成果の1つが、マウスの培
養神経細胞および脳細胞で内在的に
発現するAMPAグルタミン酸受容体
のラベル化だ。AMPA受容体は、記
憶や学習に欠かせない神経伝達物質

分子技術で新しい
生細胞有機化学を

2014年、さきがけ「統合1細胞解
析のための革新的技術基盤」研究領
域の研究総括として、浜地さんは40
人近くの若手研究者を率いる立場
になった。数年の研究期間での成果
を求めず、数十年先に大きく花開け
ばいいと期待している。「若手の研
究は失敗してもかまいません。ただ
し、成功も失敗も自分の選択の結果
です。研究者は自分の研究に対して
自信と責任を持つべきなのです」。
「自分が本当に面白いと感じる研
究を続けることが大切」と若手研究
者には伝えている。「流行り廃りに振
り回されず、今後の数十年を賭ける
のに値する研究テーマを見つけてほ
しい。もしかしたら20年研究しても、
成果が得られないかもしれない。そ
れでも、自分が本当に好きで面白い
と思うことを目指しているのか、常に
自問自答する必要があります」。
「リガンド指向性化学の着想を得た
20年前、誰も面白いとは言ってくれま
せんでした」と浜地さんは振り返る。
「他人がどう言おうと、自分が価値があ
ると信じることを突き詰めていくと、そ
れが研究者に不可欠な個性や独創性
になります。研究の岐路に立った時は
いつも、自分にしか見られない景色が
その先にあると信じる道を選んできま
した」。分子技術で新しい生細胞有機
化学をつくりたいと、浜地さんが編み
出したラベル化技術は、誰も見たこと
のない光景を描き続けていく。

定されてしまう問題もあった。「最初
に開発したラベル化剤を第1世代と
すると、最新のラベル化剤は第4世
代で、NASAと呼ばれる物質を目印
の運び手に使いました。一番の進化
は反応速度で、第1世代と比較して
1000倍になりました。第1世代で3
時間必要だった反応時間が、第4世
代では10分以下で済むようになり
ました」。
ラベル化に必要な時間が短縮され

ることで、より多くの実験を効率的に
できるようになる（図6）。メリットはそ
れだけではない。「たんぱく質の中に
は、寿命が短いものもあります。ラベ
ル化している間に寿命が尽きて分解
してしまうのです。ラベル化に要する
時間を短くする、すなわち反応時間
を早めることで、より多くのたんぱく
質に目印を付けて解析できるように
なります。標的たんぱく質の時間経
過の可視化や定量化も可能になりま
す」と、浜地さんは次世代ラベル化剤
開発の重要性を強調する。

化合物が選別され、そのうちの2種
類はGABAA受容体に作用する化合
物として、新たに発見されたもの
だった。「GABAA受容体だけでなく、
他の細胞膜受容体を対象とした薬
剤探索にも応用できます」と適用性
の広さを強調する。

1000倍の反応速度
次世代ラベル化剤へ

「将来は、生きている生物の脳中
で、たんぱく質の振る舞いや薬の働
きをリアルタイムで解析できるよう
にしたいですね」。その夢を実現する
ためにも、浜地さんはラベル化剤を
さらに発展させたいと考えている。
幅広い種類のたんぱく質を標的とす
るために、より多くのリガンドやプ
ローブの組み合わせに対応したラベ
ル化剤を設計している。
初期のラベル化剤は反応速度が
遅く、数時間から数日の時間を要す
るため、使い勝手が悪く、応用が限的たんぱく質以外にも多くのたんぱ

く質やイオン、アミノ酸、核酸、糖鎖、
脂質などの分子が混在している「夾雑
系」である。「試験管のたんぱく質が
生細胞にいる時と同じような振る舞
いや働きをしているとは限りません。
生体分子本来の機能を解析したり制
御したりするため、生細胞でのたんぱ
く質を解析する分子技術を実現した
いと考えました」と、京都大学大学院
工学研究科の浜地格教授は語る。医
薬品として有機合成された分子が、生
体内でその効果を最大限に発揮する
には、夾雑系でのたんぱく質の精密

解析が求められる。
標的たんぱく質の周りは、数万種類
以上の多様な分子で混み合っている。
いわば大勢の乗客がひしめきあう通勤
電車のような環境で、標的たんぱく質
だけの動態を解明することは極めて難
しく、標的たんぱく質に目印を付ける
ラベル化技術が生まれた。現在の主流
は、標的たんぱく質を作る遺伝子に蛍
光たんぱく質の遺伝子を組み込み、蛍
光の目印を持った標的たんぱく質を合
成する遺伝子工学的手法だ。蛍光たん
ぱく質の発見は、たんぱく質の構造や
機能の研究を大きく前進させたが、万
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■図 従来の画像情報解析とゴーストサイトメトリーの比較（現代化学2019年8月号より改変し、
転載）

異分野の連携で新技術を開発
枠を越えたチームで創業へ

研究者は生物の基本単位である細胞
を顕微鏡で観察しながら種類ごとに分
類し、それぞれの細胞種の形状や振る
舞いなど生物学や医療の発展に欠かせ
ない多くの情報を蓄積してきた。しか
し、選別に時間がかかるうえ、人の目に
よるため精度にばらつきがある。より多
くの細胞を高速で正確に選別したいと
いう需要に応えて開発されたのがフ
ローサイトメトリーで、生きた細胞を含
む流体を流しながら（フロー）、細胞を計
測（サイトメトリー）する。細胞に特徴的
な分子に結合させた蛍光色素の色や光
の強さを手掛かりに毎秒1万個以上の
細胞を選り分けられる一方、細胞の詳
細な形態情報は得られない。細胞から
得られる情報量と、選別する速度はト
レードオフの関係にあった。

この問題を克服する画期的な細胞選
別技術「ゴーストサイトメトリー」の普及
に向け研究開発を進めるのが、シンクサ
イトだ。勝田和一郎代表取締役は「ゴー
ストサイトメトリーでは、細胞の形態情
報を利用して高速で細胞を選別できま
す。例えば、白血病やがんでは細胞や核
の大きさや形、特定のたんぱく質の局
在が変化することがわかっていますし、
薬の効果もそのような細胞の表現型の
変化で検出できますから、病気の解明
や診断、創薬などに生かせるのではな
いかと考えています」と説明する。
起業のきっかけは、同社の取締役で

もある東京大学先端科学技術研究セン
ターの太田禎生准教授が、大学時代か
らの友人でありバイオベンチャーや経
営コンサルティングの経験を持つ勝田
さんに「研究アイデアを事業化したい
ので、一緒に事業計画を考えてくれな
いか」と相談を持ちかけたことだった。

太田氏の話を聞くなかで、この「技術の
種」をどのように育てていくかを考え、
実用化への道筋を描き、事業計画を作
成した。「どのような活用の可能性があ
るか、世の中に役立つ技術になり得る
のかという点を検討し、取捨選択してい
くなかで、生命科学研究や医療の現場
を革新する技術になり得るという自信
を持つようになりました」と振り返る。
研究開発には太田氏の共同研究者

である大阪大学大学院情報学研究科
の堀﨑遼一助教、さきがけをきっかけ
に出会った東京大学大学院新領域創成
科学研究科の佐藤一誠講師も参加。太
田氏が応用物理や生物工学、堀崎氏が
イメージング、佐藤氏が機械学習と専
門は異なるが、研究成果を世の中に役
立てたいという思いが4人を結び付け
た。さらに分子生物学、創薬、機械設計
など多様な分野で高い専門性を持つ人
材が加わり、大学組織や研究分野の枠

を越えた活動が始まった。

画像なしで形態を認識
広がる細胞研究の可能性

細胞の選別を高速化するには、デー
タの取得と処理のそれぞれを高速化す
る必要があった。データ取得について
は、対象物を単一素子で計測する際に
特殊な光の上を移動させることで空間
情報を時間波形信号として取得する「動
的ゴーストイメージング法」を開発し、超
高速な情報取得を実現した（図）。さらに
データ処理については、細胞の選別に
機械学習（AI）を利用している。研究開
発部の今井亨さんはこう説明する。「従
来技術では計測で得られた信号から、
人間が認識するための形式である画像
を再構成していました。しかし、AIが判
断するのであれば、画像にこだわる必要
はありません。画像を再構成する時間を

省き、時間波形信号を直接処理するこ
とで、高速処理を実現したのです」。
AIに時間波形信号を与えて機械学習

させる必要があるが、一度学習させれ
ば時間波形信号からそれぞれの細胞を
判別できる。さらに、目的の細胞を判別
すると同時に選り分ける装置の開発に
も成功した。技術力を結集して開発した
試作機では、1秒間に数千個の選別が
可能で、これまでは得られなかった形の
情報も得られる。創業当初から研究開
発に携わる研究開発部の河村踊子さん
は「従来は色や光の強度による選別し
かできませんでしたが、形態情報をい
かに賢く取得するかに着目したことで
量と質の両立が可能になったのです」と
胸を張る。
「創薬や診断の他、再生医療で必要と
なる未分化の細胞や異物を取り除くと
いった用途もあります。様々な需要に応
えるため、アカデミア出身の人材に加え

て大手メーカーや製薬企業出身の人材
も参加し、製薬・医療機器メーカーなどと
共同研究という形でのソリューションの
提供を進めています」と勝田さん。光学、
機械学習、マイクロ流体などさまざまな
分野における高い研究能力が求められ
る共同研究で、シンクサイトの強みが発
揮されている。
これまで磨き上げてきた技術の可能
性は「細胞の選別にとどまらない」と話す
河村さん。「研究者は顕微鏡を使い細胞
から多くの情報を得ていますが、人間の
認知能力ではわずかな違いを見落とし
ているかもしれません。大量のデータを
用いて機械学習を進めれば、細胞の未
知の特徴を捉えられるのではないかと
期待しています」と目を輝かせる。世界
を見据え、米国にも拠点を置くシンクサ
イト。その技術により人の目では不可能
だった「発見」を可能にし、生物学の発展
や新しい医療、創薬に貢献するだろう。

世界を変える新技術を生み出そうと挑戦を続けるベンチャー
企業を紹介する新連載「世界を変えるSTORY」。第1回目は、従
来の細胞選別技術の課題を異分野融合の研究体制で克服
し、医療や創薬への貢献を目指すシンクサイト（東京都文京
区）の取り組みを紹介する。

2016年
シンクサイト設立。核となる技
術「ゴーストサイトメトリー」で
は、細胞の形態情報を含む信
号を単一素子で計測し、「画像
化」せずに超高速、リアルタイ
ムで選別する。

2018年

© SSLAB. Creative Commons license CC BY-ND

ゴーストサイトメトリーの開発に成功したことを米
国の国際科学誌「サイエンス」に発表。
3.5億円の資金調達を実施。

2019年
細胞分析分離技術の活
用に関して、大手企業と
共同研究を開始。

2015年
異分野の研究者による共同研究
で、従来技術を革新する細胞選
別技術の開発をスタート。高い研
究能力を持つ人材が加わり、新
技術を実用化させるためのベン
チャー企業を創業する。

世界を変える

STORYシンクサイト
vol.1

初めて聞いた時は少し疑ったくらい画期的
な発想だった。「本当にできるのか」と良く
聞かれましたが、論文発表で信頼性が高ま
りました。

2015年
HISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORYHISTORY
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太田氏

勝田さん

技術に強みを持つ会社であるものの、最初
は「人」を信じて起業した。分野を問わず、優
秀な人が集まったことが会社としての強み。

形態情報で細胞を高速に選別
特徴の発見や革新的な
医療を目指す

代表取締役　

勝田 和一郎
かつだ わいちろう

研究開発部

河村 踊子
かわむら ようこ

研究開発部 

今井 亨
いまい とおる

これからも高い科学技術力のある
バイオベンチャーでありたい。この
新しい技術が、医療に貢献する日
が楽しみです。
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人の未来をテーマにありたい社会を考える
3DCG女子高生の「Saya」をキービジュアルに起用

サイエンスアゴラ2019

つなぎ替えで細胞の集団移動がスムーズに
細胞間接着の伸長を促進するたんぱく質を発見
人間の体は、外界から体内を守る上皮組織によって生命

の維持に必要なさまざまな機能や反応がもたらされていま
す。体が作られる過程では、上皮組織内の上皮細胞が同一
方向に集団移動することでシート状の上皮組織を折りたた
み、伸長、陥入、移動などの変形を行い、器官を作ります。しか
し細胞同士の接着を保ったまま、どのように上皮細胞が同一
方向に動くのか、その仕組みはわかっていませんでした。
東北大学生命科学研究科の倉永英里奈教授らは、細胞

同士のつなぎ替えの過程を、生きた細胞を生きたまま観察
できる手法を用いて可視化し、連続してスムーズに集団移
動する仕組みを解明しました。
細胞のつなぎ替えはまず、細胞同士の接着面が収縮する

ことから始まります。接着面には筋肉の収縮に必須なアクト
ミオシンが局在していて、接着面が消失するまで収縮しま
す。消失すると、新たな細胞接着面が元の接着面とは垂直
方向に伸張します。これまでは、接着面が消失するとアクト
ミオシンも消失すると思われていましたが、今回詳細に観
察したところ、アクトミオシンは消失することなく新しい細胞
接着面を作る際の接合点で再利用されていることを発見し

ました。さらに、その接合点でアクトミオシンを再利用する
ためには、サイドキックという膜たんぱく質が必要であるこ
とがわかりました。つなぎ替えで新たに生じた細胞接合面に
集積し、アクトミオシンをつなぎ止め、まるでジッパーのよう
に細胞接合点をスムーズに移動することで、細胞接着面の
伸長を誘導していることを明らかにしました。上皮組織の形
態を形成する細胞機能の解明により、創傷治癒など上皮修
復の研究に進展が見込まれます。

戦略的創造研究推進事業CREST
研究領域「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」
研究課題「オールオプティカルメカノバイオロジーの創出に向けた技術開発と発生生物学への応用」

サイエンスアゴラ2019の
テーマは「Human in the New 
Ageーどんな未来を生きてい
く？ー」です。あなたは、科学技術
の開発がさらに進んでいるであ
ろう未来に、どんな暮らしをした

いですか？望む未来に必要な技術や、機械、新技術に委ねた
くない人間性とは？自分は何を選びたいのか、目の前のもの
をどう使いたいのかを、さまざまな視点から考える機会を提
供します。今年は、不気味の谷を越えたとして話題になった
3DCG女子高生の「Saya」をキービジュアルに起用しまし
た（左上写真）。今後は、バーチャルなキャラクターにAIが搭
載され、機械と友達になるのが当たり前の時代が来るかもし
れません。新たな時代を想起させるSayaと共に、これから
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の未来を考えてみませんか。
初日の11月15日(金)は日本科学未来館で、開幕セレモ

ニー、基調講演、キーノートセッションの3企画と、それらに先
立ち、午前に国立研究開発法人協議会によるSDGsシンポ
ジウム、JSTによる「STI for SDGs」アワード表彰式を実施
します。16日(土)と17日(日)は、テレコムセンタービルがメ
イン会場となり、また、プロムナード公園、日本科学未来館で
も一部企画が実施されます。研究者の連携を促すお台場
100人論文や、オリンピック金メダリストの為末大さんらが
登壇する超人スポーツのセッション、JST低炭素社会セン
ター（LCS）の小宮山宏センター長によるシンポジウムなど、
バラエティー豊かな約140企画が開催されます。
詳細はサイエンスアゴラ公式サイトをご確認ください。
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/

基調講演
「マダム、これが俺たちのメトロだ」 阿部玲子氏
「A new generation of responsible science professionals for the New Age」 マイケル・マトローズ氏
■日時：11月15日（金） 13:30～14:20
■場所：日本科学未来館 7F未来館ホール（企画番号M02）
■主催：JST
人間のあり方や価値を揺るがす新しい技術や社会状況の兆し、これからの人間社会にとって最

も大きな課題は何か。その課題を抜本的に解決する、もしくは深刻に悪化させる鍵となる事柄があ
るならば、それは何か。現代に生きる人々と実現したいと思っていることは何か。アゴラのメイン
テーマ「Human in the New Age」に基づき、「この文明の道行き」と「望む未来」の論点を示します。

キーノートセッション
Human in the New Age ーどんな未来を生きていく？ー
■日時：11月15日（金） 14:30～16:00
■場所：日本科学未来館 7F未来館ホール（企画番号M03）
■主催：JST
私たち「人」は、既存の経済、社会システム、それを支える科学技術が見えにくく浸透した

中で生きています。AIを始め、今後生み出される新しい科学によってその傾向は強まり、私
たちの生き方やつながり方は大きく変わっていくことでしょう。生き生きと生きる「人とは」
「人間らしさとは」をさまざまな角度から掘り下げてきたアカデミアや産業界のリーダーと
見いだします。

阿部玲子氏 マイケル・マトローズ氏 

信原幸弘氏

マーク・ポスト氏

中尾央氏

ララ・リー氏

稲見昌彦氏

駒井章治氏

会期：2019年11月15日（金）～17日（日）　10:00～16:30　会場：テレコムセンタービル、日本科学未来館、プロムナード公園　
アクセス：ゆりかもめテレコムセンター駅

PICK UP 科学者との対談、子供向けの理科実験、市民参加のワークショップ、各種展示など、誰もが参加できるプログラムが盛りだくさん！　その中から注目の4つを紹介します。
展示：未来の乗り物ロデム（RODEM）を体験しよう！
■日時：11月16日（土）~17日（日） 10：00～16：30
■場所：プロムナード公園（出展番号M10）／雨天時はテレコムセンタービル
■主催：テムザック
誰もが暮らしやすい社会を実現するため開発された、新しいスマートモ

ビリティー、ロデム（RODEM）を展示。テレコムセンタービル駅前から日本科
学未来館まで、RODEMに乗って移動できます（企画内容が変更になる場合
があるのでご了承ください）。

展示：ヒトの未来、未来のヒト
■日時：11月16日（土）~17日（日） 10：00～16：30
■場所：テレコムセンタービル 5F（出展番号518）
■主催：東京大学
人間工学や生理学の進歩に伴い、人間の能力を拡張するバーチャルリアリティー、

拡張現実感、ロボット技術などが発達しています。私たち自身は、環境の変化とどう付
き合い、どう変わっていくべきなのか、変わるべきでないのかを、技術研究の最前線に
いる科学者や哲学者を含めたさまざまな分野の専門家と一緒に考えます。

セッション：Science for Peace ～ 大型加速器が創る世界平和～
■日時：11月16日（土） 12：30～13：30
■場所：テレコムセンタービル 1F アゴラステージ（出展番号1A03）
■主催：リニアコライダー・コラボレーション
大型加速器を使った基礎科学の研究は、多くの国が参加する国際協力

で推進されています。世界の大型加速器プロジェクトによる基礎科学研究
の地球の平和と発展への貢献について、理論物理学者の村山斉氏が2014
年に国連で行なったスピーチを基に講演を行います。

セッション：「輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」表彰式＆トークセッション
■日時：11月17日（日） 13：00～14：30
■場所：日本科学未来館 1F企画展示ゾーンb（企画番号M11）
■主催：JST
女性の活躍に期待が高まっていますが、日本では研究者に占める女性の割合が低く、研究開

発プログラムなどへの参画も少ない状況です。JSTは、持続的な社会と未来に貢献する優れた研
究などを行っている若手女性研究者と、女性研究者の活躍を推進している機関を表彰します。ま
た、受賞研究者と機関代表者、高校生を中心とした次世代とのトークセッションも開催します。

RODEM 村山斉氏

①短縮 ②消失 ③伸長

低
細胞間接着／細胞接合部に
集積するミオシンの濃度

-17:00 0:00 2:00 5:00 8:00

高

プロムナード公園（出展番号M10）／雨天時はテレコムセンタービル

次世代人材育成事業
「国際科学オリンピック日本開催」シンポジウム～池上彰さんと考える日本の科学ときみの未来～

予想外を大切に 科学する心を育てよう
山中教授が中高生らを魅了
国際科学オリンピックへの支援が始まって15年、国内選
考に挑戦する生徒は2017年に2万人を超えました。国際
大会の日本開催も、地理、地学、情報と終了し、2020年以降
は生物学、化学、物理、数学と４年続けて予定されています。
社会的認知や産業界の支援がより一層重要な時期に向か
う中、8月22日に東京大学でシンポジウムを開催しました。
第31回国際生物学オリンピック2020長崎大会の浅島

誠組織委員長は、「世界中の生物好きな生徒と指導者が集
まるこの大会は、日本の生物学教育を拡充する好機」と大
会開催の意義を語りました。京都大学iPS細胞研究所の山
中伸弥教授は「iPS細胞がひらく新しい医学」と題した講演
で、当時有効な治療法のなかった父親の病気をきっかけに

研究を始め、予想外の結果からiPS細胞（人工多能性幹細
胞）にたどり着いた自身の道のりを、誠実かつ軽妙な語り口
で紹介し、会場いっぱいの聴衆を魅了しました。
注目のパネルディスカッションには、モデレーターの池上
彰さん、パネリストとして山中教授、科学系人材の育成に力
を入れるアマゾンジャパンのジャスパー・チャン社長、科学
オリンピックメダリストの岩間亮さんと末松万宙さんが登壇
し、それぞれの世代、立場での体験や考えを通して「科学す
る心の大切さ」を来場者に伝えました。
メダリスト達が科学オリンピックの世界を紹介する体験
ワークショップもあり、生物・化学・物理の各コースに挑戦
する中高生で盛り上がりました。

開催
予告

開催
報告

研究
成果

詳細は国際科学技術コンテストHPで　
https://www.jst.go.jp/cpse/contest/

「好きな化学に没頭した結果、今貴重な経験をしています」と胸を張る
金メダリストの末松さん（栄光学園高校2年生、左から2番目）

「必要が発明の母なら偶然は発明の父。
予想外を大切にしてほしい」と語る山中
教授

実際に得られた細胞を生きたまま観察した動画（下）に基づいた、細胞接着
面のつなぎ替えの模式図（上）。アクトミオシン（茶色）の濃度が高い細胞間
接着が短くなると、細胞間接着が消失し、4個の細胞の接合点に集積する
（青色矢印）。その後新しい細胞間接着が伸長し、3個の細胞の接合点にア
クトミオシンが集積する（紫色矢印）。
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印象に残っている言葉は？

最新号・バックナンバー

石原一彦先生からいただいたアドバイ
スです。ナノマシン技術を応用した薬剤デ
リバリーシステム（DDS）を開発している片
岡一則先生の下で、博士課程からナノマシ
ンの研究をしていましたが、助教になる時
の面接で「現段階で君が片岡先生より優れ
ていると思うのはどこですか」と石原先生
に聞かれました。そこで言われたのが「今
ある分野で片岡先生を超えようとするので
はなく、新しい分野を開拓していけば、おの
ずとそこは自分だけの場所になる」でした。
開発したナノマシンによって、これまで

有効な治療法がなかったアルツハイマー
病などの脳神経系疾患を治療できる可能
性があります。脳神経系DDSの分野で、第
一人者となれるように頑張っています。

高校まで勉強が大嫌いで、教員だった父
親の影響で唯一面白いと感じていた化学
以外は全く勉強しませんでした。大学まで
バスケットボールに夢中でしたが、授業につ
いていけず、このままではダメだと気付き、
大学2年生頃からようやく、勉強や高分子
合成の研究に打ち込むようになりました。
深刻な社会問題となっているアルツハイ

マー病や脳卒中など脳神経系疾患の治療
につなげたいと、血中から脳内に薬剤を届
けるナノマシンの研究開発を始めました。
脳の疾患が増え、脳に薬を届けるための技

新しい分野を
開拓しなさい

Q1

術開発は世界中で行われていますが、有効
な治療法は確立されていません。その最大
の問題が、血液－脳関門（BBB）と呼ばれる
生体内バリア機構です。この関門が脳に必
須な栄養素しか入れないように守っている
ため、薬が脳に届きにくいのです。しかし脳
内を観察できる顕微鏡を使いナノマシンの
動きを観察したところ、血管内のナノマシン
が血糖値の変化に伴ってBBBを通過して
脳内に拡散する様子が確認でき、「これだ」
と確信しました。そしてBBBを通過し、脳内
の神経細胞に届くBBB通過型ナノマシンの
開発に成功しました。画期的だったからこ
そ、結果をすぐには信じてもらえず、ようや
く論文が受理されたのは5年後でした。そ
の間ずっと胃が痛かったですが、発表でき
た時は安心しました。
ナノマシンは、先端医療を担う抗体医薬

や核酸医薬などの生物医薬を封入するこ
とが可能で、あらゆる薬剤のBBB通過能を
高めます。今後は、目や耳、筋肉など脳以外
の薬が届きにくい部位にも届けられるよう
にし、いろいろな治療に役立てたいですね。

1歳半の息子がいます。大変なこともあり
ますが、昔から子供が好きだったので、楽し
みながら子育てに励んでいます。夜にぐず
り出した時は、妻と3人で近くの公園まで散
歩に行ったりもします。保育園の参観で息子
を見ていると、他の子と離れて周りの様子
を観察している姿が、自分にそっくりだと思
いました。子供の頃から客観的に物事を見
ていたことが研究者としての基礎になって
いるのかもしれないと、感じています。常識
と思われていることも固定観念を持たず客
観的に見られるように、いろいろな考えを
持っていることが大切だと思います。

センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム
血液－脳関門（BBB）を突破するナノDDSの開発

October 2019

東京大学 大学院工学系研究科
特任准教授
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鹿児島県出身。2010年 東京大学大学院工学系研究
科博士課程修了。博士（工学）。東京大学大学院工学
系研究科主任研究員、助教などを経て、18年より現職。
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休日の過ごし方は？Q3
家族との時間を大切に子育てに
励む

A3現在の研究テーマに取り組んだ
きっかけは？

Q2

社会的な課題と研究者としての
関心

A2
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石原一彦先生からいただいたアドバイ
スです。ナノマシン技術を応用した薬剤デ
リバリーシステム（DDS）を開発している片
岡一則先生の下で、博士課程からナノマシ
ンの研究をしていましたが、助教になる時
の面接で「現段階で君が片岡先生より優れ
ていると思うのはどこですか」と石原先生

東京大学 大学院工学系研究科東京大学 大学院工学系研究科
特任准教授特任准教授

恩師の言葉を糧に
自分の道を切り拓く


