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非平衡物理学からスタートし、分子生物学・生化学、
神経科学、細胞生物学といった分野を渡り歩いた結果、
「合成生物学」という分野に流れ着きました。生きた細
胞内のタンパク質を外から「操作」する技術を基盤に、
生命現象を『“ 操る ” ことで “ 理解 ” する』ことを目指
しています。
白眉プロジェクトでは、細胞のおもなエネルギー獲得
手段であるグルコース（ブドウ糖）代謝に関わるタンパ
ク質群に注目します。特に、酸素を必要としない経路で
ある解糖系の酵素群が、環境に応じてダイナミックに集
合・離散する現象に着目し、この振る舞いを「操る」技
術を開発します。さらに、この集合・離散がいつ・どこで・
どのように起こるかを直接「見る」実験系と、
できあがっ
た集合体にはどんな分子が含まれているかを網羅的に
「知る」
技術の確立を目指します。これら「見る」
・
「知る」
・
「操る」多角的アプローチによって、タンパク質のダイ
ナミックな振る舞いが細胞にとって最も重要な代謝経
路の機能に果たす役割の解明を目指します。

しかし現段階では、解糖系タンパク質の集合・離散

を「操る」ことができます（図１b）
（参考文献２，３）。
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発にも成功しました。この技術を ActuAtor と名づけ、
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現在さらに発展させるべく検討を続けています。

らかにすることを目指します。
さらに、この集合・離散がいつ・どこで・どのよう
に起こるかを直接、顕微鏡を通して「見る」方法論と、

グルコース代謝経路間のバランス調節 ‒ 生理
学的重要性・疾患との関連 ‒

プロテオミクス解析という手法を用いて、できあがっ
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糖系に分けられます。細胞はさまざまな環境の変化に

的アプローチで迫り、細胞が生きていく上で必須なエ

応じて、これら二つの経路の間のバランスを緻密に制

ネルギー獲得経路の新しい調節機構を明らかにします。

御しています。


好気的代謝と解糖系のあいだのバランスの重要性は、

  

   

 

このバランスがさまざまな疾患において大きく崩れる

  



ことからも示唆されます。たとえばガン細胞では、酸
素が豊富な環境においても解糖系の活動が好気的代謝









に比べて高いレベルを保ち、この解糖系優位の代謝が
ガン細胞の生存に有利に働くと考えられています。









 

しかし、このように重要な好気的代謝と解糖系のバ
図１ 生きた細胞内のタンパク質を「操る」合成生物学技術（参考文
献 3）．a）小分子化合物および光刺激で，特定のタンパク質間の結合・
解離を「操る」CID・LID．b）LID を基に開発した iPOLYMER．細胞
内の一部（青い正方形）に光刺激を与えると，刺激した場所でのみタ
ンパク質（赤・緑の２種類）が集合し，刺激をやめると解離する．

ランスが、実際にどのような機構で調節されているの
かは、数多くの研究者による長年の探究をもってして
もなお、十分に解明されていません。
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