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日 時 ： ２０２１年６月１日（火） ９：００～１８：００ 

ウェビナーID ： 950 3715 8398 

パスコード ： 676896 

URL ： https://zoom.us/j/95037158398?pwd=cWpiQ21EQ1pvZEJMZEZpWiswMWZwUT09 

 

令和２年度 花王科学賞 贈呈式 

 

9:00～9:30 １．挨拶並びに祝辞（ビデオ）  長谷部 理事長 

 ２．選考経過 化学・物理学分野 西出 選考委員長  

    医学・生物学分野 吉森 選考委員長 

 ３．賞状並びに目録贈呈  石渡 常務理事  

 ４．受賞者挨拶  化学・物理学分野 川井 茂樹 氏 

    医学・生物学分野 久原 篤 氏 

花王科学賞 受賞記念講演 

 

9：30～11：00 令和元年度 記念講演 

 

 「超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成」 

  大阪大学 高等共創研究院 高島 義徳 氏 

 

 「上皮組織発生の力学制御の解明」 

  東京大学理学部 杉村 薫 氏 

 

（11：00～11:10 休憩）  

 

11：10～12：40 令和２年度 記念講演 

 

 「プローブ顕微鏡を用いた単分子の操作と局所化学合成」 

  物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点 川井 茂樹 氏 

 

 「皮下神経や腸を介した温度感知・応答の分子組織ネットワーク」 

  甲南大学 理工学部 久原 篤 氏 

 

 

（12：40～13:40 休憩）  

 

 

 

 

公益財団法人 花王芸術・科学財団 
令和２年花王科学賞贈呈式ならびに受賞記念講演 

令和３年花王科学奨励賞贈呈式／令和２年花王科学奨励賞研究発表交流会 

https://zoom.us/j/95037158398?pwd=cWpiQ21EQ1pvZEJMZEZpWiswMWZwUT09


令和３年度 花王科学奨励賞贈呈式 

 

13：40～14:00 １．選考経過 化学・物理学分野 西出 選考委員長 

  医学・生物学分野 吉森 選考委員長 

 ２．賞状贈呈  石渡 常務理事 

 

令和２年度 花王科学奨励賞研究成果発表 「医学・生物学分野」    20 分/1 人 （質疑応答含む） 

14:00～15:40  

1. 機能的な神経配線の雌雄差形成メカニズムの解明 

 稲田 健吾 理化学研究所 生命機能科学研究センター 

2. 魚類がまとう色彩豊かな体色のしくみ  

 松花 沙織 神戸大学大学院 理学研究科 

3. 上皮細胞から分泌される多様なエキソソームの形成機構の解明  

 松井 貴英 東北大学大学院 生命科学研究科 

4. 白血病細胞の維持における骨髄微小環境の役割の解明 

 服部 鮎奈 京都大学ウイルス・再生医科学研究所 

5. in vivo イメージングによる上皮組織の恒常性を維持する細胞競合の解析  

 龝枝 佑紀 大阪大学 微生物病研究所 環境応答研究部門  

 

（15:40～16:00 休憩）  

令和２年度 花王科学奨励賞研究成果発表 「化学・物理学分野」   20 分/1 人  （質疑応答含む） 

16：00～17：40  

1. ドナー／アクセプター界面の精密制御による有機太陽電池の高効率化 

 伊澤 誠一郎 分子科学研究所 分子機能研究部門  

2. 超分子ポリマーの自発的生長を利用した基板表面への描出手法の開発 

 平尾 岳大 広島大学 大学院理学研究科 

3. 結晶骨格の組み替えを許容する多孔質結晶の創成 

 山岸  洋 筑波大学 数理物質系 

4. 電荷移動型集積体薄膜の構築と電子物性開拓 

 関根 良博 熊本大学大学院 先導機構 

5. 異種材料接合・剥離技術の開発に向けた光応答性網目状シリコーン材料の創製 

 本多 智 東京大学大学院 総合文化研究科 

 

17：40～17：55 まとめ 

 化学・物理学分野 西出 選考委員長 

 医学・生物学分野 吉森 選考委員長 

 

17：55～18:00 理事長ご挨拶  長谷部理事長 



公益財団法人 花王芸術・科学財団 

令和元年度 花王科学賞 
 

 

【化学・物理学分野】 
 

氏 名 高島 義徳（タカシマ ヨシノリ） 

所 属 大阪大学 大学院理学研究科 

題 目 超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成 

 

 

【医学・生物学分野】 
 

氏 名 杉村 薫（スギムラ カオル）   

所 属 京都大学 高等研究院 （現在所属：東京大学 理学部）  

題 目 上皮組織発生の力学制御の解明   

（敬称略） 

 

 



令和元年度 花王科学賞 【化学・物理学分野】 

 
超分子特有の架橋構築による革新的材料設計学の創成 

高島 義徳  大阪大学 大学院理学研究科 

 

○ 研究の背景  

近年、高分子の様々な課題に対し注目が集まっており、大量消費ではなく、材料に持っている

価値観の変革が求められています。社会が要求している核心的機能を整理し、超分子科学・高分

子物理学・機能性分子化学・材料化学・界面科学・材料力学・表面分析など幅広い学問領域を融

合することにより、新たな境地を開き、精緻に材料を設計する学理として、「超分子材料設計学」

が必要と考えております。その一つとして、高分子材料の機能化において、架橋設計に注目し、

新たな可逆性・可動性架橋材料を開発し、機能創製に繋げて参りました（図１）。 

 

○ 研究の成果・ポイント 

分子設計指針は“カップと玉”や“輪と紐”といった基本概念に基づいており、化学架橋型高

分子材料と非共有結合型分子認識材料を融合させることで波及効果の高い材料設計指針を示しま

した。特に基幹となる材料設計指針として、①分子認識に基づいた可逆的な結合、②輪分子と軸

分子を組み合わせた可動式架橋、さらに③[c2]Daisy chain と呼ばれる可動性の架橋にて、高分

子材料の機能化を実現しました。その機能の一例として、自己修復性、選択的接着、易解体、自

己修復性接着、応力緩和、高強度・高靭性、刺激応答、力学特性制御などの機能を計画的に作製

しました（図２）。 

 

○ 今後の展望 

分子が織り成す材料の限界を見極める・限界を超えることで、社会を豊かにする学問を究極の

目的としています。現在、不可能に思えず材料機能も今一度、分子・材料を見つめなおし、理解

することで、画期的な刺激応答機能や力学特性を実現できると考えられます。分子・材料技術の

斬新性だけでなく、社会に嬉しさを与え、実用化に踏み切るだけの「Only One」の研究力の強化

を目指します。 

 

 
図 1．材料作製における基本設計． 

 
図 2．材料設計に応じて達成した機能． 

 



令和元年度 花王科学賞【医学・生物学分野】 

 

上皮組織発生の力学制御の解明 

杉村 薫 東京大学理学部 

○ 研究の背景 

多細胞生物の体は、体の表面を構成する表皮・上皮が伸長や折り曲げを繰り返すことでかたちづ

くられます。このとき、細胞は力を生成し、力学環境を感知して、動的にかたちや機械物性を変

化させています。私たちは、表面の力学という視点から、生き物がかたちづくられる仕組みを理

解することに挑戦してきました。 

○ 研究の成果・ポイント 

見えない「力」を見える「かたち」からベイズ推定する手法の開発 力とかたちの逆問題をベイズ

統計を用いて解くことで、体の表面を形づくる二つの力（細胞接着面の張力と細胞の圧力）を非

侵襲的に定量する手法を開発しました。 

力が個体発生の方向情報をコードすることを発見 これまでの生物学は、多くの場合、モルフォゲ

ンに代表される化学的情報という視点から個体発生を理解してきました。対して、私たちは、組

織の応力場が細胞を特定の方向に並べることで六角格子様パターンを形成するという力学的な情

報伝達機構を発見しました。 

細胞の力感知・力抵抗の分子メカニズムを解明 組織応力場による細胞六角格子化過程では、アク

チン脱重合因子 AIP1 と cofilin の働きにより、細胞が力を感知し、かつ、組織応力による機械的

な負荷に打ち勝って動的に変形することを明らかにしました。 

○ 今後の展望 

織の変形は必ず、細胞の力感知と力抵抗を伴うことから、私たちが明らかにした分子メカニズム

は生体表面の形成・恒常性維持の様々な局面で働いている可能性があり、今後の研究の発展が期

待されます。 

 

 



公益財団法人 花王芸術・科学財団 

令和２年度 花王科学賞 
 

 

【化学・物理学分野】 
 

氏 名 川井 茂樹（カワイ シゲキ） 

所 属 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点 

題 目 プローブ顕微鏡を用いた単分子の操作と局所化学合成 

 

 

【医学・生物学分野】 
 

氏 名 久原 篤（クハラ アツシ）   

所 属 甲南大学 理工学部   

題 目 皮下神経や腸を介した温度感知・応答の分子組織ネットワーク

   

（敬称略） 

 

 



令和２年度 花王科学賞【化学・物理学分野】 

プローブ顕微鏡を用いた単分子の操作と局所化学合成 

川井 茂樹 物質・材料研究機構 先端材料解析研究拠点  

 

○ 研究の背景 

化学反応とは広義の意味では分子の構造を変化させることであり、それにより生成される物質

や材料なしには、現代の生活はなりたちません。一方、単分子レベルでその構造変化を追跡す

ることは困難でした。近年に開発された走査型プローブ顕微鏡の計測技術により、一つの分子

の内部構造を直接的に観察できるようになりました。私たちは、この超高分解能の計測技術を

用いて、表面を反応場とした単分子の操作と局所化学による合成に取り組んできました。 

 

○ 研究の成果・ポイント 

走査型プローブ顕微鏡を用いた直接的な分子骨格の観察をとおして、ピコメートルの分解能で

単分子やその凝集系の構造や状態の解析を実現し、表面科学と化学の境界領域である表面化学

の発展に寄与してきました。これまでに、①自己組織化膜の制御、②単分子の状態解析、③分

子間力の計測、④表面化学反応の開発、⑤炭素ナノ薄膜の合成と機能創出などを行いました。

その一例として、三次元構造のグラフェンナノリボンの合成を実現し、更に、基盤から垂直方

向へ飛び出ている部分を反応場とした探針による付加反応も実現しました（図１）。 

 

○ 今後の展望 

単分子の構造を直接的に観察できる計測技術は、表面科学のみならず化学においても大きな転

機をもたらしたといえます。単分子合成やその新規化合物の評価により学理の発展、それを用

いたデバイスの実現など、今後の研究の展開が期待されます。 

 

 



令和２年度 花王科学賞【医学・生物学分野】 

皮下神経や腸を介した温度感知・応答の分子組織ネットワーク 

久原 篤 甲南大学 理工学部 

 

○ 研究の背景 

私たちは、環境の光や温度を末梢の神経系で感じます。そのような感覚のうち、光や匂いは G

αというタンパク質で処理されるのに対して、温度は皮下神経における TRP 型チャネルで受け

取られます。私たちは、動物の温度感覚や低温耐性の新しい仕組みを見つけるために、小さな

実験動物であるセンチュウの低温耐性という現象に注目して研究をしてきました。 

 

○ 研究の成果・ポイント 

• ヒトの表皮が接触刺激を受け取るときに働くメカノ受容体(DEG/ENaC)が、温度受容体とし

てもはたらき、センチュウでは DEG/ENaC が体の低温耐性に関わっていました。 

• センチュウの光受容ニューロンが温度も感知し、温度情報が光情報と同様に Gαを介して伝

えられることが見つかりました。 

• 頭部皮下の温度受容ニューロンがインスリンを分泌し、それが腸で受け取られ、体の低温耐

性を変化させるという、動物の低温耐性をシンプルに解析できる実験系を確立しました。 

• 腸が精子に影響を与え、精子が頭部皮下の温度受容ニューロンを調節する低温耐性におけ

る組織ネットワークを見つけました。 

 

○ 今後の展望 

センチュウの低温耐性の解析からみつかった皮下神経ではたらく新しい温度受容体は、ヒトで

も温度を受容していました。今後も同様に種間で共通した温度感覚や低温耐性の新しい仕組み

が見つかってくると期待されます。それらを活用することにより、細胞の低温長期保存などが

可能になるかもしれません。 

 

 



第 2４回（令和３年度）花王科学奨励賞 
 

【化学・物理学分野】 

氏名 所 属 題 目 

松久 直司 慶應義塾大学 理工学部 表面濡れ性の空間制御による高精細伸縮性電極 

黒田 健太 東京大学 物性研究所 時間・スピン・波数分解光電子分光法によるトポロジカ

ル物質の光機能開拓 

川畑 公輔 東北大学大学院 理学研

究科 

バルクヘテロ接合有機太陽電池における p/n 型半導

体界面の精密構造制御 

田原 弘量 京都大学化学研究所 元

素科学国際研究センター 

コロイドナノ粒子の表面リガンド制御による量子コヒー

レント結合 

坂牛 健 物質・材料研究機構 エネ

ルギー・環境材料研究拠

点 

多孔性π共役高分子をモデル反応場とした多電子移

動型エネルギー貯蔵機構の解明 

 

 

 

【医学・生物学分野】 

氏名 所 属 題 目 

加藤 英明 東京大学大学院 総合文

化研究科 

膜受容体タンパク質の折り畳み異常と薬理学シャペロ

ンの作用機序解明 

戸田 聡 金沢大学 ナノ生命科学

研究所 

細胞間シグナル回路の設計による組織の恒常性維持

機構の解明 

堀江 良子 筑波大学 下田臨海実験

センター 

シングルセル解析による表皮感覚神経細胞の分化機

構の全貌解明 

伊原 尚樹 東京工業大学大学院 生

命理工学院 

経時的に変化する神経活動を嗅覚回路形成分子の発

現へと変換する転写調節機構の解明 

高杉 征樹 大阪市立大学 医学研究

科 

老化細胞特異的メンブレン・ポアの形成による SASP

因子の放出機構の解明 
 

 

 



第 23 回（令和２年度）花王科学奨励賞 
 

【化学・物理学分野】 

氏名 所 属 題 目 

伊澤 誠一郎 
自然科学研究機構 分子科

学研究所  

ドナー／アクセプター界面の精密制御による有機太陽電池

の高効率化 

平尾 岳大 
広島大学 大学院理学研究

科 

超分子ポリマーの自発的生長を利用した基板表面への描出

手法の開発 

山岸 洋 筑波大学 数理物質系 結晶骨格の組み替えを許容する多孔質結晶の創成 

関根 良博 熊本大学大学院 先導機構 電荷移動型集積体薄膜の構築と電子物性開拓 

本多 智 
東京大学大学院 総合文化

研究科 

異種材料接合・剥離技術の開発に向けた光応答性網目状

シリコーン材料の創製 

 

 

 

【医学・生物学分野】 

氏名 所 属 題 目 

稲田 健吾 
理化学研究所 生命機能科

学研究センター 
機能的な神経配線の雌雄差形成メカニズムの解明 

松花 沙織 
神戸大学大学院 理学研究

科 
魚類がまとう色彩豊かな体色のしくみ 

松井 貴英 
東北大学大学院 生命科学

研究科 

上皮細胞から分泌される多様なエキソソームの形成機

構の解明 

服部 鮎奈 
京都大学 ウイルス・再生

医科学研究所 
白血病細胞の維持における骨髄微小環境の役割の解明  

龝枝 佑紀 
大阪大学 微生物病研究

所 環境応答研究部門 

in vivo イメージングによる上皮組織の恒常性を維持す

る細胞競合の解析 

 

 

 



機能的な神経配線の雌雄差形成メカニズムの解明 

○  稲田 健吾 

    理化学研究所 生命機能科学研究センター 

 

【研究の背景】 

 ヒトを含め哺乳類のオスとメスは、子をなすことで父親と母親になる。しかし全ての父親や母親がす

ぐに子への親和性を獲得できるわけではない。子への愛情を抱けない父親や母親へのケアを目的と

した治療的介入の必要性も長年指摘されてきたが、現状カウンセリングにより症状の緩和を目指す

という程度に留まっている。薬物療法などより踏み込んだ医療が提供できない背景には、子への親和

性を生み出す脳神経回路に関する基礎医学的な知見が不足していることが挙げられる。そこで我々

はマウスをモデルとして最先端のウイルス工学や電気生理学の手法を駆使することで、養育行動を

生み出す神経回路の解明に迫るべく実験を行った。 

【研究成果及び考察】 

 自分のホームケージに他のマウスが産んだ仔が置かれると、交尾未経験のオスやメスのマウスは、

仔マウスを無視したり激しい攻撃行動を行ったりする。一方出産を経た母親やメスと交尾・同居を経

験して父親になったオスに対して同じテストを行うと、一転して仔を保護し養育する行動をとる。つまり

親になる過程で、仔への親和性が著しく上昇していることになる。そこで我々は交尾未経験マウスの

脳と父親母親の脳を比較解析することで、養育行動を生み出す神経回路を同定することができ、また

脳の“父親化”や“母親化”が同じ回路変化で起きているのか調べられると考えた。 

 脳の視床下部と呼ばれる領域にあるオキシトシン細胞は、メスを用いた研究から養育行動への関与

が指摘されている細胞群である。しかしオスの養育行動への関与や、親の仔への親和性獲得におけ

る役割は明らかではなかった。そこで我々はまず前者を確認するために、交尾未経験オスのオキシト

シン細胞の活動を人為的に昂進しつつ仔提示テストを行った。するとこれらのオスは攻撃行動ではな

く養育行動を示した。すなわちオスのオキシトシン細胞は養育行動に重要であることが分かった。 

 次に我々は交尾未経験の雌雄と父親母親のオキシトシン細胞への神経入力には、何らかの差異が

あるのではないかと仮説を立てた。具体的には親ではオキシトシン細胞への興奮性入力が増えてお

り、オキシトシン細胞がより活性化しやすくなることで、養育行動が発現しやすくなっているのではない

か。この点を検証するため、改変型狂犬病ウイルスを用いたトランスシナプス標識法を用いた。この手

法を用いると、オキシトシン細胞に入力を送る神経細胞群を網羅的に可視化することができる。父親

と交尾未経験オスを比較解析したところ、外側視床下部と呼ばれる領域からの興奮性入力が父親の

方が強くなっていた。電気生理学的手法でこの配線の神経伝達強度を調べたところ、確かに外側視

床下部からオキシトシン細胞への入力が顕著に増強されていることも明らかになった。また実際に仔

と触れ合った父親マウスの外側視床下部興奮性細胞の活動レベルを調べたところ、仔と接していな

い父親より活動レベルが上昇していた。これらの結果は父親になる過程でオキシトシン細胞への興奮

性入力が増強されることで、仔に対する養育行動が発現しやすくなっているという我々の仮説を裏付

けるものである。 

 今後の課題としては、メスにおいても同様の実験を行い、母親と父親、それぞれが似たような神経回

路変化により養育行動を生み出しているのかを解明したい。また交尾から出産までの間に、オキシト

シン細胞周りで脳内神経回路変化を引き起こすメカニズムが未だ不明瞭であるため、今後の研究に

より解明したい。 



魚類がまとう色彩豊かな体色のしくみ 

○松花 沙織 

  神戸大学大学院理学研究科生物学専攻 

 

動物の表面の豊かな色彩 (体色)は動物を特徴づける主要な要因の一つである。皮膚の体色

は色素細胞によってつくりだされる。とりわけ脊椎動物では全ての色素細胞が神経堤細胞とい

う多分化能をもつ細胞集団から生み出される。神経堤細胞は脊椎動物に共通した細胞である

が、最終的に分化する色素細胞の種類は動物によって異なっている。哺乳類は黒い色素である

メラニンを含む黒色素胞しか持たないが、魚類・両生類・爬虫類は黒色素胞以外に黄色素胞や

赤色素胞、虹色素胞などを有する複数種の色素細胞を持つ。本研究では、動物の魅せる色彩

豊かな体色において、神経堤細胞から多様な色素細胞への分化機構を遺伝子制御に着目して

明らかにすることを目指している。本研究ではモデル動物として黒色素胞・黄色素胞・虹色素胞

の３種の色素細胞を持つゼブラフィッシュを選び、神経堤細胞から各色素胞を含む色素細胞分

化の解明に向けた実験を行った。 

本研究では、まず色素細胞で特異的に発現している遺伝子を網羅的に同定するため、神経堤

細胞で GFP が発現するトランスジェニックゼブラフィッシュ胚 (Sox10-GFP)から GFP 陽性

細胞を FACS により分取し、トランスクリプトーム解析を行った。FACS によって分取した GFP

陽性細胞と陰性細胞群の全転写産物解析を行った。両者の細胞群で発現している遺伝子を比

較し、神経堤細胞群で優位に発現している遺伝子のリストを作成した。このリストには既知の神

経堤細胞マーカー遺伝子が多数含まれており、本研究でのトランスクリプトーム解析がうまく遂

行できていることがわかった。このリストの上位遺伝子に着目すると、色素細胞形成に関わる遺

伝子が多く存在していた。さらにリスト内の遺伝子オントロジー解析から、神経堤細胞や色素細

胞、メラノソームに関連するものが豊富に存在していた。この結果から、このトランスクリプトーム

解析により作成した遺伝子発現プロファイルは、神経堤細胞から成熟した色素細胞へのプロセ

スを網羅できていると言える。さらに、この遺伝子発現プロファイルには未だ知見の乏しい黄色

素胞や虹色素胞関連遺伝子が含まれていると期待される。次に、このリストにおいて最も発現差

が優位であった遺伝子について、ゼブラフィッシュ胚での時空間的な発現様式を解析するため、

ホールマウント in situ ハイブリダイゼーションを行った。その結果、この遺伝子が色素細胞特異

的な発現をしていることがわかった。 

以上の結果から、本研究におけるトランスクリプトーム解析を通して、今後各色の色素細胞の分

化機構の解明にせまることができると考えている。 



上皮細胞から分泌される多様なエキソソームの形成機構の解明 

○松井 貴英 

  東北大学大学院 生命科学研究科 膜輸送機構解析分野 

 

 エキソソームは、粒径 100 nm 前後の細胞外小胞の一種で、蛋白質、脂質、核酸など様々

な物質を含んでいるため、近年、新たな細胞間コミュニケーションの手段として注目を集めて

いる。このため、細胞外に放出されたエキソソームの免疫細胞・がん細胞などへの作用やそ

の内容物の解析に関する報告が急増している。 

 最近、一つの細胞種から異なるタイプ（サイズや組成など）のエキソソームが放出されるこ

とが報告されるようになってきたが、このようなエキソソームの多様性を生み出す仕組みは全

くと言って良いほど解明されていない。その最大の理由の一つとして、エキソソームがどこで

生まれ（形成）、どこへ運ばれ（輸送）、どこから、どのようにして放出されるのか（分泌）とい

った基本的な仕組みそのものが十分に解明されていない点が挙げられる。  

 これまでのエキソソーム研究の多くは、技術的な制約から「培養液中に放出されたエキソソー

ム」を一緒くたに扱っていたため、多様なエキソソームを分けて回収・解析することは容易では

無かった。そこで本研究では、密着結合により物理的に隔てられた二種類の性質の異なる細胞

膜（頂端膜と側底膜）を持つ上皮細胞（イヌ腎臓尿細管上皮由来の MDCK 細胞）を用いること

で、異なる細胞膜から分泌される異種のエキソソームの形成メカニズムの解明を目指した。 

 まず、MDCK 細胞を専用のフィルター上で培養し、頂端膜側及び側底膜側の培養上清から頂

端膜エキソソーム、側底膜エキソソームを超遠心分離や免疫沈降を用いて生化学的に単離・精

製した。精製した各エキソソームの性質の違いを検討したところ、頂端膜エキソソーム、側底膜

エキソソームではタンパク質組成が異なることを見出した。この結果から、実際に MDCK 細胞

から性質の異なるエキソソームが分泌されており、MDCK 細胞はエキソソームの多様性を研究

する上で有用なモデル細胞であることが明らかとなった。 

 続いて、MDCK 細胞における頂端膜エキソソームと側底膜エキソソームの形成機構を解明す

るために、既知のエキソソーム形成関連遺伝子のノックダウン(KD)や阻害剤処理を行なった。

その結果、頂端膜エキソソーム形成には ALIX-Syntenin1-Syndecan1 というタンパク質複

合体が、側底膜エキソソーム形成にはスフィンゴ脂質の一種であるセラミドの作用が必要であ

ることを発見した。実際に、RNA 干渉法により ALIX を機能阻害すると側底膜側からのエキソソ

ームの分泌には影響を与えずに、頂端膜側からのエキソソームの分泌のみが選択的に阻害さ

れ、セラミドの形成を薬理学的に阻害すると、頂端膜側のエキソソーム分泌には影響を与えずに、

側底膜側からのエキソソームの分泌のみが選択的に阻害された。さらに ALIX の機能とセラミ

ドの形成を同時に阻害しても相乗効果は全く見られなかったことから、両者は互いに独立に機

能していることが強く示唆された。 

 本発表では、我々が明らかにした多様なエキソソーム形成機構の最新モデルを紹介し、今後

の展望を含めて報告したい。 

 



がん幹細胞の細胞運命を規定する新たな制御機構の解明 

○服部 鮎奈 

  京都大学ウイルス・再生医科学研究所 

 

   最近の研究から遺伝子変異が積極的に細胞内代謝を変えることによってがん化を

導くことが示されている。我々はこれまでに、分岐鎖アミノ酸のアミノ基転移酵素 BCAT1

が慢性骨髄性白血病(CML)の悪性化に必須であることを見出してきた。マウスモデル

を用いた解析から、CML の病期進行に伴って BCAT1 の発現が上昇すること、および

機能阻害により白血病細胞の分化が促進され生存率が改善することを明らかにした。さ

らに、ヒト CML 患者検体を用いた解析から、病期進行に伴う発現上昇が保存されてい

ること、shRNAおよび活性阻害薬によって機能阻害を行うと、急性転化期のヒトCML 細

胞の増殖が抑制されることを示した。これらの結果は、分岐鎖アミノ酸の代謝変化がが

ん進行を制御することを示唆している。我々は、BCAT1 の発現制御機構を明らかにする

ために、がん患者の遺伝子発現データを用いて共発現遺伝子の解析を行い、RNA 結合

タンパク質 MSI2 を候補として同定した。分子生物学的・生化学的解析から、MSI2 は

転写後レベルでの BCAT1 発現制御を介して、分岐鎖アミノ酸代謝を亢進することで

CML 病期進行を制御していること明らかにした。MSI2 はこれまでにも複数の組織幹細

胞において機能的重要性が示されてきたが、その活性制御については明らかにされてい

なかった。最近、私たちは Msi2 の活性がタンパク質の翻訳後修飾によって制御される

可能性を示す知見を得た。本研究では、Msi2 の修飾酵素の同定を通じて、その活性制

御機構を解明し、さらにがん幹細胞の運命決定機構の分子的実体を明らかにすること

を目的として進めた。 

 

 



in vivo イメージングによる上皮組織の恒常性を維持する細胞競合の解析 

○ 龝枝 佑紀 

   大阪大学 微生物病研究所 

 

表面を組織する上皮の恒常性維持機構として“細胞競合”を切り口に表面の科学の

研究を行った。その細胞競合は、細胞社会において観察される細胞間の生存競争であ

る。近年、組織に生じた不良細胞が細胞競合によって取り除かれ、組織の恒常性維持や

疾患の発症を未然に防ぐことが示唆された。上皮組織においては、がん原遺伝子やが

ん抑制遺伝子の変異細胞は、隣接する正常細胞との競合をおこし、表面から外界に排

除され、上皮の恒常性維持に寄与している。そこで本研究では、表面を構成する上皮組

織の細胞社会において、イメージング解析に適したモデル動物であるゼブラフィッシュを

用いて、細胞競合による恒常性維持とその破綻機序を明らかにすることを目的とした。そ

して、表面を構成する上皮組織の恒常性維持機構のより深い理解を目指す。我々は、ゼ

ブラフィッシュイメージングを用いて、がん細胞が細胞競合により排除され上皮組織の恒

常性を維持するが、がん細胞の変異が蓄積すると正常細胞との細胞競合が変化し、恒

常性維持できず腫瘍形成することを明らかにした。まず、ゼブラフィッシュ稚魚の皮膚を

上皮組織のモデルとし、人為的に誘導した少数のがん細胞の挙動をイメージングする系

を構築した。この系を用いて、がん原遺伝子 Ras が異常活性化した変異細胞（Ras 変

異細胞）を誘導したところ、隣接正常細胞と競合して上皮組織から排除され、組織は健

康に保たれた。しかし、Ras変異細胞にがん抑制遺伝子のp53機能獲得変異を追加で

導入したところ、この二重変異細胞は排除されずに増殖し、サイトカインなどの分泌を介

して隣接正常細胞との細胞競合を変化させて腫瘍様細胞塊を形成した。このようにゼブ

ラフィッシュイメージングにより、表面を構成する上皮組織の恒常性維持機構とその破綻

機構を解明しつつある。現在、そのメカニズムの解析を進めており、これらの成果とともに

最新の成果を紹介し議論したい。 

      

 

 

 

 



ドナー／アクセプター界面の精密制御による有機太陽電池の高効率化 

○ 伊澤 誠一郎 

  分子科学研究所・総合研究大学院大学 

 

 有機太陽電池は低製造コスト、軽量性、柔軟性、環境調和性が高いなど多くの利点から次世

代のエネルギー変換デバイスとして大きな注目を集めている。そのデバイス構造は、半導体高

分子を電子ドナー、フラーレン誘導体などの低分子材料を電子アクセプターとして、その界面で

励起子が電荷に分離されることで発電する。これまで主に半導体高分子材料の開発によりその

光電変換効率は向上してきたが、未だ市販されている単結晶 Si や GaAs などの無機太陽電池

には及ばない。光電変換効率を制限する最大の原因として、D/A 界面で起こる電荷分離・再結

合過程に関連したエネルギーロスが存在し、出力電圧を大きく失うことが挙げられる。しかし、こ

の制限がどのような機構で決まっているかは明らかでなく、そのための D/A 界面構造と発電機

構の相関も不明である。 

そこで本研究では、有機半導体の D/A 界面の構造を精密に制御することで、有機太陽電池

の効率向上に向けた知見を得ることを目的として研究を行った。電圧損失を抑制するため、太

陽電池の活性層の材料として、有機トランジスタ用途で開発された高移動度の D/A 材料を用

いた。まず擬似太陽光照射下での太陽電池デバイスの電流電圧測定を行ったところ、ペリレン

ジイミド誘導体のアルキル側鎖が長くなるごとに開放電圧値が0.76 Vから1.01 Vまで、0.25 

V も大幅に向上することがわかった（図 2c）。側鎖が長くなると結晶性が向上することから、高

い開放電圧を得るためには、D/A 界面の結晶性が重要であることがわかった。さらに D/A 界

面近傍での結晶性が開放電圧与える影響を明らかにするため、D/A 界面近傍にのみ高結晶

性の分子を薄く積層し、界面から離れた領域には結晶性の低い分子を用いた三層型のデバイ

スを作製した。膜厚を 0～50 nm まで変化させると、高結晶性分子が 6 nm 以上のデバイスで、

高い開放電圧が維持されることがわかった（図 2d）。この分子長は約 2 nm である。つまり、開

放電圧は D/A 界面近傍の 3 分子層以内の物性が支配することがわかった。 

 
 

 

図 1(a) 有機太陽電池の写真(出典: Solarmer Inc.), (b) 有機太陽電池のデバイス構造と
発電原理の模式図. 

 



超分子ポリマーの自発的生長を利用した基板表面への描出手法の開発 

○ 平尾 岳大 

   広島大学大学院 先進理工系科学研究科 

 

 超分子ポリマーとは，水素結合やπ-πスタッキング相互作用，電荷移動相互作用などの

弱い分子間相互作用によって重合したポリマーのことを指す。超分子ポリマーは可逆的な分

子間相互作用によって重合した平衡系であるため，自己修復材料や形状記憶材料，外部刺

激応答性材料などの基盤分子として注目され，広く研究が行われている。 

 我々の研究グループではこれまでに，カリックス[5]アレーン（C5A）が

フラーレンを選択的に強く包接することを見出した（図１）。これらの特異

的超分子相互作用を巧みに利用することで，主鎖にフラーレンの規則

的繰り返し配列構造を有する直鎖状，網目状の超分子ポリマーの構築

に成功してきた。そこで本研究では，主鎖にフラーレンの規則的らせん配

列を有する超分子ポリマーを構築することを目的とし，ふたつの C5A 部位をビナフトールで

連結したキラルなホスト分子 R-, S-1 およびふたつのフラーレン部位を組み込んだダンベル

型フラーレン 2a,b を合成した（図２）。 

 
 溶液中における C5A とフラーレンの会合体形成は NMR スペクトル測定，発光スペクトル測

定，吸収スペクトル測定を確認した。次に，溶液中で長く繋がったポリマー構造を形成してい

るかどうか調べるために，DOSY 測定から拡散係数を見積もった。円筒型モデルから S-1 と

2a は濃度 30mM の溶液中においておよそ 32 分子程度が会合していることが明らかになっ

た。続いて，CD 測定を行うことで，生成した超分子ポリマーがらせん構造を形成していること

を明らかにした。最後に，今回新たに合成したモノマー分子の混合溶液を基板上にキャストし，

原子間力顕微鏡（AFM）を用いてこれらのモノマー分子からなる超分子ポリマーの基板表

面における形態を観察した。S-1 と 2a,b からなる超分子ポリマーは，輪郭が明確であり，

AFM を用いて高配向グラファイト（HOPG）基板表面における形態の可視化に成功したの

で報告する。 
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図２ ． らせんフラーレンポリ マー 構築の模式図



結晶骨格の組み換えを許容する多孔質結晶の創成 

○ 山岸 洋 

  筑波大学 数理物質系 

 

微細な孔が規則的に並んだ構造を特徴とする多孔質結晶は、大量の気体分子を孔内部にと

りこむ吸着素材として工業的に広く用いられている。ゼオライトなどから連想されるように、多孔

質結晶は通常極めて堅牢な結晶構造を有するが、近年この常識に反する柔らかい多孔質結晶

（Flexible porous crystals：FPCs）が見出された。典型的な FPCs は、多官能性の有機分子

と金属イオンとが配位結合で強固に結びつくことで組み上げられる 3 次元的な網目状骨格を

有する。FPCs の網目骨格は通常密に折りたたまれているが、適切な気体に曝すとその分子を

取り込みながら骨格が膨張する。この構造変化に伴い非典型的な吸着挙動を示すため、次世

代吸着材料として応用も含めた研究が展開されている(図 1 左)。 

図 1. 典型的な柔軟性多孔質結晶と VDW 多孔質結晶の比較 

 

一方で、有機分子の分子性結晶は本来、分子全体の回転や並進移動すら許容するほどの極

めて高い構造柔軟性を有する。しかし、孔を支持するために導入されている強い結合が分子運

動を妨げてしまうため、FCPs では分子結晶ほどの構造自由度が見られない。では「ファンデル

ワールス(VDW)力だけで組み上げた多孔質結晶には破格の構造柔軟性が発現するのではな

いか？（図 1 右）」、申請者は偶然からこの VDW 多孔質結晶を見出し、期待された通りの構造

柔軟性を発現することを見出した。 

本発表では発表者が見出してきた VDW 多孔質結晶をいくつか紹介するとともに、それらの

結晶に発現する多様な分子運動性について紹介する（図 2）。また、なぜ本来最密充填を指向

するはずの有機分子が穴の空いた低密度な結晶構造を構築するのか、その駆動力についての

最新の知見を紹介する。更に、これらの VDW 多孔質結晶に発現する特徴的な吸着能や光反応

特性、湿度依存的なクロミズム特性などを紹介する。 

 
図 2. VDW 多孔質結晶に発現する構造柔軟性と光特性 



電荷移動型集積体薄膜の構築と電子物性開拓 

○ 関根 良博 

   熊本大学大学院先導機構 

１. 目的 

電子供与体(D)∙受容体(A)型集積体からなる多孔性磁石の薄膜構築法を確立し、電気化学的手

法による高速な磁気機能制御(非磁石⇔磁石)を達成することを目的とした。対象物質は、電子ドナ

ー(D)と電子アクセプター(A)が共有結合的に連結した電荷移動型多孔性磁石(D/A−MOF)であ

り、電荷∙スピン∙格子を協奏的に制御可能な化合物群である。 

２. 背景 

金属錯体や有機ラジカルを基盤とした分子磁性が始まり約 30 年経つが、研究の舞台はバルク(結

晶や粉末)が中心で、薄膜はほとんど例がない。これは対象の分子磁性体に適した薄膜構築法が未

開拓であり、系統的な合成が困難だったためである。バルクと比べて薄膜は①サイズ制御可能で②

透明性を有し③外場による物性変調が容易という複数の利点を持つので、磁気変化を光で感知で

き機能発現へと展開できる。 

３. 結果と考察 

電子ドナー(D)として振る舞うルテニウム二核錯体と有機電子アクセプター(A)である TCNQ 誘導体

を含む塩化メチレン溶液を調整し、三極電極セルを組み立てた（図 a）。三極電極セルに対して定電

位電解を行うことで、電極表面に酸化還元反応を局所的に生じさせることができる。ここで、作用電

極に透明電極基板である ITO(indium tin oxide)基板を用いることで、ITO 基板上に目的となる酸

化還元活性な集積体(D/A-MOF)薄膜を構築することに成功した(図 b)。作成した薄膜試料の電気

化学的刺激に対する応答性について検討した。薄膜試料の酸化還元特性について測定した結果、

二段の酸化還元波が観測された。酸化還元活性な構築分子を用いて作成した電荷移動型集積体

薄膜は、酸化還元特性を保持していることが分かった。また、それぞれの酸化還元に応じて薄膜試料

の色調変化が観測され、薄膜の電子状態変化が示唆された。本研究で用いている電荷移動型集積

体は、電子状態と磁気状態が協奏的に関係している物質群であり、薄膜試料の磁気状態が電気化

学的刺激によって変換可能であることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)電気化学的析出法を用いた薄膜構築の概略図. (b)ITO 基板を用いた D2A 型薄膜構築. D/A

−MOF 薄膜を電極に固定化可能. (右図) D/A−MOF 薄膜の磁気機能変換(磁石⇔非磁石). 格

子の酸化還元によるラジカルの生成(ON)⇔消滅(OFF)を起源とした制御. 

４. 結論 

本研究を遂行した結果、電気化学的析出法により電荷移動型集積体である D2A 型二次元層状化

合物からなる分子性エレクトロクロミック薄膜材料の構築に成功した。電子状態・磁気特性が相関し

た系であり、分子磁性薄膜の構築に新たな指針を与えた。 



異種材料接合剥離技術の開発に向けた光応答性網目状シリコーン材料の創製 

  ○ 本多智 

  東京大学大学院総合文化研究科 

 

研究背景・目的 

外部刺激によって容易に剥離できる粘接着剤は解体性粘接着剤と呼ばれる。この分野では、時空間局

所的な刺激により意図したタイミングでピンポイントに剥離できる剥離技術の開発が切望されている。申請

者らは、溶媒成分を含まず光刺激によって粘弾性が低下するシリコーン材料を開発してきた。しかし、固体

状態を維持した粘弾性変化、および固体・液体の状態変化を示す材料を合成することが困難だった。これら

の課題を達成できれば、解体性シリコーン粘接着剤の開発指針に先鞭をつけられる。そこで本研究では、

構造の明確な網目状物質が優れた力学物性を示すことに着想を得、鎖長と分岐様式が精密に制御された

星形高分子を前駆体とする光応答性網目状物質の創製によりこの課題を解決できると期待した。また、開

発した網目状物質の解体性粘接着剤として応用可能性を明らかにすることを目的とした。 

結果と考察 

 まず、鎖長とその分布が光応答性 PDMS の物性に及ぼす効果を調

べた。すなわち、単分散オリゴジメチルシロキサン（ODMS）の両末端

にロフィンを導入し、それらの酸化を経てヘキサアリールビイミダゾー

ル（HABI）で連結された光応答性ポリジメチルシロキサン（PDMS）

を合成した。この光応答性 PDMS は固体状でありながら、HABI の光

反応（図 1）により分子鎖の切断・再生を引き起こした。1 

続いて、コントロール実験として腕数・分岐度が制御されていない架橋高分子を合成し、HABI の光反応

を試みた。その結果、光刺激に伴う粘弾性の変化に乏しい物質であることがわかった。一方で、粘弾性変化

に乏しいことを逆手にとり、リサイクル可能な不均一光ラジカル発生剤を開発することに成功した。2 

最後に、多官能性シラノールをコアに持つ星型

PDMS の合成、末端官能基化、および続く HABI 形

成により鎖長と接合点の分岐数が制御された光応答

性網目状 PDMS を合成した（図 2 上）。この光応答

性網目状 PDMS に光刺激を与えたところ、星型

PDMS 前駆体の分子量に応じて、固体状態を維持し

た、あるいは固体から液体への変化を伴う粘弾性変

化を示した。この網目状 PDMS を 2 枚のガラスを接

合して壁に固定したところ十分な粘着性を示す粘着

剤として働いた。それに対して光を照射すると（図 2 左

下）、即座に粘着性を失い剥離した（図 2 右下）。すな

わち、当初目的とした光応答性網目状 PDMS の遠隔

操作型粘着剤としての応用可能性を示すことができ

た。3 

1. M. Oka, S. Honda, React. Funct. Polym. 2021, 158, 104800  

2. Y. Ji, M. Oka, S. Honda, Chemistry–Methods 2021, 1, 12–16 

3. Submitted 

 

図 1. HABI の光可逆的

TPIR対生成反応。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図2. 網目状PDMSの光可逆的分子鎖切断

反応（上）およびその遠隔操作型粘着剤へ

の応用（下）。 


