
第 11 回分子モーター討論会 

 

会期   2022 年 11 月 14 日（月）―11 月 15 日（火） 

開催場所 大阪大学吹田キャンパス内 銀杏会館 ３F 三和銀行ホール 

主催   理化学研究所  

共催   新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」 

     新学術領域研究「発動分子科学」 

世話人  加藤 貴之 （大阪大学） 

     有賀 隆行 （山口大学） 

岩城 光宏 (代表)（理化学研究所） 

 

分子モーターの研究は、ミオシン・キネシンなどの個別の分子機構の解明に道筋を付けただ

けでなく、一分子イメージングや生化学、構造学的アプローチ、光操作技術などの生命科学

の技術革新にも広く貢献してきました。これらの知見や方法論は、 多様な研究分野を大き

く前進させる潜在的な価値を持ち、他の研究分野や手法と融合することで、ダイナミックな

生物のしくみを記述して理解するための新たな研究へと発展する可能性があります。 

そこで本討論会では、分子モーターそのものを理解する理論・実験・計算から最新の知見を

探るとともに、分子モーターや細胞骨格が関わる生命現象、例えば、細胞運動・分裂、形態

形成や、分子モーターによって駆動される運動システムの人工設計といった合成生物学的

アプローチ、メカノバイオロジー、情報物理学などの周辺分野との接点を探ります。参加者

の皆様が自由に研究について意見交換し、多様な視点からの活発な議論の一助となること

を目指します。 

 

参加費：無料 

事前登録：当日の飛び入り参加も歓迎しますが、できるだけ HP から参加登録をよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

連絡先：理化学研究所 生命機能科学研究センター 岩城光宏 iwaki@riken.jp 

 

このシンポジウムは、理研シンポジウムの一環として行われています。 

 

 

 

mailto:iwaki@riken.jp


11 月 14 日（月） 

12 : 15 受付開始 

13 : 00 Opening remarks 

 

セッション 1 ミオシン・キネシン・ダイニン                                        

座長：伊藤 光二（千葉大学） 

13 : 05 細胞・器官にキラリティを誘導するミオシンが創発するアクチン・キラリティ 

リング 

      伊藤 光二 (千葉大学) 

13 : 30 KIF1A が微小管に結合する過程の分子ダイナミクス  

    高野 光則 (早稲田大学) 

13 : 55 ダイニンメカニズム解明の新展開 

      重兼 拓実 (大阪大学) 

14 : 20 極値統計学を用いた神経細胞軸索輸送の研究 

      林 久美子 (東北大学) 

 

14 : 50 Coffee break 

 

セッション 2 細胞骨格                                                    

座長：上田 太郎（早稲田大学） 

15 : 00 アクチンフィラメントの協同的構造多型性と機能調節 

      上田 太郎 (早稲田大学) 

15 : 25 生体分子モーターの試験管内合成システムの開拓 

      井上 大介 (九州大学)  

15 : 50 細胞内蛍光単分子イメージングによるアクチン線維流動力伝達機構の解明 

      山城 佐和子 (京都大学) 

16 : 15 GTP チューブリンから微小管が生まれるしくみ 

     武藤 悦子 (理化学研究所/中央大学) 

 

16 : 40 Coffee break 

 

セッション 3  理論チュートリアル                                                   

座長：有賀 隆行（山口大学） 

16 : 55 非平衡統計力学入門：分子モーターはなぜ一方向に動けるのか？ 

      鳥谷部 祥一 (東北大学) 



17 : 20 情報熱力学入門 

      沙川 貴大 (東京大学) 

18 : 35 終了 (新型コロナウイルスの感染拡大防止のため懇親会はありません) 

 

11 月 15 日（火） 

 

セッション 4 細胞・多細胞・組織                                                 

座長：鈴木 団 (大阪大学) 

10 : 00 メカノセンサーチャネル PIEZO1 を介した力の感知が大脳発生を制御する 

      岡本 麻由美 (名古屋大学) 

10 : 25 発熱する骨格筋 イオンチャネルの暴走 

      小林 琢也 (順天堂大学)  

10 : 50 顕微光熱変換による分子モーター制御（ほか）の高熱感受性の発見と体温との関係 

      鈴木 団（大阪大学） 

11 : 15 細胞膜と相互作用するアクチン骨格の枯渇相と集積相 

      多羅間 充輔 (理化学研究所)  

    

11 : 40 Lunch (+幹事会) 

 

セッション 5 設計・再構築・モデル系                                       

座長：前田 裕介（九州大学） 

13 : 00 力が制御するアクトミオシンの秩序転移と自律運動・変形 

      前多 裕介 (九州大学)  

13 : 25 ダイニン・微小管・DNA 折り紙複合体の振動的運動 

      広瀬 恵子 (産業技術総合研究所) 

13 : 50 Tau 由来ペプチドを用いた微小管への分子内包と構造・機能制御 

      稲葉 央（鳥取大学） 

14 : 15 入れ替わり可能な蛍光標識法を利用した分子モーター解析 

      蓑島 維文 (大阪大学)  

14 : 40 Coffee break 

 

セッション 6 回転・新規モーターなど                                             

座長：上野 博史（東京大学） 

14 : 55 染色体凝縮をつかさどる分子モーター「コンデンシン」の１分子蛍光イメージング 



      寺川 剛 (京都大学) 

15 : 20 SLC26 イオン輸送体による電気エネルギーを利用した運動 

      島 知弘（東京大学） 

15 : 45 エンジニアリング的アプローチによる回転分子モーターF1-ATPase の設計原理の

理解 

      上野 博史（東京大学） 

16 : 10 遺伝暗号解読装置リボソームを停止撹乱する、抗菌薬の作用機構の解明 

      横山 武司（東北大学） 

 

16 : 35 Closing remarks  



アクセスマップ 

大阪大学吹田キャンパス内 銀杏会館 ３F 三和銀行ホール 

http://www.office.med.osaka-u.ac.jp/icho/accessmap.html 

 

 

http://www.office.med.osaka-u.ac.jp/icho/accessmap.html


 

  



初日終了後にお店で飲食される方は千里中央が便利ですので、参考までに行き方の情報を

以下に記載致します。 

 

 


