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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 26 年 1 月 28 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  京都大学 大学院理学研究科  

（ふりがな）        たか  だ     しょう  じ 

職・氏 名  教授・高 田  彰 二    
 

1. 事 業 名 相手国（ 中国 ）との共同研究  振興会対応機関（ NSFC ） 

2. 研 究 課 題 名 ゆらぎが駆動する生体分子機能のための階層的な理論・計算方法の研究 

3. 全 採 用 期 間 

平成２３年４月１日 ～ 平成２５年１２月３１日 （２年９ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 ４，５００，０００円 

初年度経費１，５００千円、 ２年度経費１，５００千円、 ３年度経費１，５００千円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  ０円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

笹井 理生 

金田 亮 

Le Chang 

堀 直人 

寺川 剛 

村上 陽平 

坂井 冬樹 

齊藤 真美 

田中 智大 

小野 晃司 

Alexander Krah 

伊藤 真志保 

高木 勇輔 

佐久間 航也 

清水 将裕   

千見寺 浄慈 

寺田 智樹 

名古屋大学 工学研究科・教授 

京都大学 理学研究科・研究員 

京都大学 理学研究科・研究員 

京都大学 理学研究科・研究員 

京都大学 理学研究科・学生（博士後期課程） 

京都大学 理学研究科・学生（博士後期課程） 

京都大学 理学研究科・学生（博士後期課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

京都大学 理学研究科・学振特別研究員 

京都大学 理学研究科・学生（博士後期課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

京都大学 理学研究科・学生（修士課程） 

名古屋大学 工学研究科・助教 

名古屋大学 工学研究科・講師 
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姉川 真也 

牧志 洸 

稲波 崇 

Nie Qing-Miao 

 

Ashwin S. Selvarajan 

名古屋大学 工学研究科・学生（修士課程） 

名古屋大学 工学研究科・学生（修士課程） 

名古屋大学 工学研究科・学生（修士課程） 

分子科学研究所 CMSI 重点研究員 

（名古屋大学 工学研究科にで勤務） 

名古屋大学 工学研究科・研究員 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  南京大学 物理学科・教授・Wang Wei                 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Jun Wang 

Feng Liu 

Jian Zhang 

Yi Cao 

Wenfei Li 

Meng Qin 

Cheng Tan 

Wenhui Xi 

Yujie Zhang 

Weitong Ren 

南京大学 物理学科 教授 

南京大学 物理学科 教授 

南京大学 物理学科 教授 

南京大学 物理学科 教授 

南京大学 物理学科 教授 

南京大学 物理学科 准教授 

南京大学 物理学科 大学院生 

南京大学 物理学科 大学院生 

南京大学 物理学科 大学院生 

南京大学 物理学科 大学院生 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

本共同研究の目的は、日中の３つの専門家グループ（南京大・Wang グループ、京大・高田グループ、名

大・笹井グループ）が共同して、タンパク質および RNA における大きなゆらぎによって駆動される機能的

な運動を理解するための、階層的な理論および計算方法を研究・開発することである。本共同研究は、この

３つの階層 

(階層a)原子レベルの解析（南京大・Wangグループが得意）、 

(階層b)粗視化モデルによる大きなゆらぎの取り扱い（京大・高田グループと名古屋大・笹井グループ

が得意）、および 

(階層c)システムレベルの理論研究（南京大・Wangグループ、名古屋大・笹井グループが得意） 

にわたる理解が必須となる生体分子システム（本研究ではタンパク質と RNA）を対象として、大きなゆらぎ

によって駆動される機能的な運動を理解するための、階層的な理論および計算方法を研究・開発することを

目的とする。 

具体的な研究項目として、 

１） 研究の中心は、柔らかいタンパク質について原子レベル（階層 a）と粗視化レベル（階層 b）をつ

なぐ理論を確立することである。これは、本共同研究開始前から南京大Ｇと京大Ｇで既に進めていたテ

ーマであり、共同で原子相互作用に基づく粗視化モデル（AICG モデル）を開発していた。初期の AICG

モデルは、非局所相互作用を精度よく計算できたが、局所相互作用が剛直すぎるという課題が残ってい

た。平成 23 から 24 年度に、南京大 G と京大 G の共同研究で、局所相互作用の改良を行い、AICG2 モ

デルを完成させた。この成果は、著名が総合誌である PNAS に掲載された（Li, Terakawa, Wang, & 

Takada, PNAS 2012）。これは本共同研究の最大の成果と言える。 

２） １で開発したマルチスケールシミュレーション法は、南京大 G、京大 G、名大 G において、適用、

および拡張された。まず、カルシウム結合タンパク質カルモジュリンのカルシウム結合、フォールディ

ング、アロステリック構造変化の共役過程を解析した(論文執筆中)。マルチカノニカルアンサンブルシミ

ュレーションを実装し、中から大型のタンパク質のフォールディング過程に適用可能な方法を実現した

(論文執筆中)。３つのドメインからなる大型タンパク質の翻訳共役的フォールディング過程を解析した

(論文執筆中)。アポミオグロビン 2 分子を含む系の計算を可能にし、ドメインスワッピングとモノマー

形成との競合を解析した(論文執筆中)。転写因子 p53 の DNA 配列探索と認識過程の構造解析を行った

(Terakawa, et al, JACS 2012、さらに論文執筆中)。 

３） RNA・タンパク質複合体について、１）と類似の階層をつなぐ理論を展開した。南京大 G と京大 G

とで交流を重ね、階層 a と階層 b を分担して取り組むことになった。南京大 G が、原子レベルのシミュ

レーションで RNA とタンパク質の相互作用の詳細を解析した（Tan et al, J. Phys. Chem. B 2013）。

それを受けて、京都大 G が粗視化レベルのモデルを作成した(Hori et al. J. Chem. Theo. Comp. 2012)。 

４） システムレベルの解析として、南京大 Gと名大 Gは議論を重ね、ゆらぎの解析を行った。また、南

京大と京大 G でも、アポトーシス誘起過程のモデリングについて具体的な議論を行った。 

５） １）２）において開発した方法を、独自に開発している生体分子粗視化シミュレーションソフトウ

エア CafeMol に実装し、一般に公開した(論文発表 2)。 

 

 


