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タンパク質内部運動を計測し
機能制御を実現する！
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「次世代ナノバイオテクノロジー」は何を目指すか？
(1)平和で安全で健康生活を維持できる長寿社会の実現
(2)基礎研究成果の短期間での社会貢献
(3)研究領域横断型の全く新しいサイエンスの構築
(4)教育プログラムを加味した実践的研究者人材育成

「次世代ナノバイオテクノロジー」から生まれる技術：
(1)副作用のない新薬の評価技術
(2)診断/治療マイクロマシーン(ミクロの決死圏の実現)
(3)臓器移植用の長期保存液の開発
(4)食品ロス・ゼロ社会実現の基盤技術
(5)異物/麻薬検知マイクロセンサー実現
(6)呼気/汗腺からの簡易・デリバリーな人間ドック実現



次世代バイオテクノロジー
を実現させるために！

例えば、

(1)量子ビームのよる簡易式高速1分子計測技術確立
(2)巨大チャネルタンパク質分子の全機能解明
(3)不凍タンパク質分子を基にした低温生命科学の革新
(4) 1分子関連の周辺技術の確立(グラフェン技術)
(5)計算科学と同時間軸実験技術確立(ナノ秒ダイナミクス)
(6)計算科学によるタンパク質機能物性予測の実現
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Adsorption to ice surface on soap film

H2O

AFP

Freezer
（below -10℃ ）

AFP solution 
(8 mg/mL) 

20 μL

Soap film

Single ice crystal growth is 
disturbed by AFPs adsorption 
on its growing surface.



Previously:  Adsorption to ice surface
Several types of AFP

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ …

Different 
structure

Common 
adsorption activity？

Quasi-liquid 
layer

Growing ice surface
→ Coarse

How fit to ice surface ?

→ AFP dynamics ?
→ AFP morphology is important

Thr repeat correspond to             plane of ice<2021>

Hiroki Nada et al. Polymer Journal (2012) 44, 690–698

Ice crystal <2021> plane

(2021)

Lock and key theory



Purpose of Our study

(1) Before adsorption 
Temperature dependency (25℃～-5℃) 

of AFP’s Dynamics in solution ?

10

Room temperature Low temperature

H2O
AFP

(2) After adsorption (using AgI as a pseudo ice nucleus)

?

AgIH2O
AFP

AgI ?

Establish a new model of AFP’s adsorption to growing ice surface.

Method : 
Diffracted 
X-ray 
Tracking

Ice network

SAXS, 
CD

AFM



PLoS ONE 8: 64176 (2013) Scientific Reports 5:17647 (2015)

分子再生
機能

脳機能
分子

Scientific Reports 3:2201 (2013)Cell 132, 67-78 (2008)
Scientific Reports 4:6384 (2014) 

ラベル法で水溶液中分子運動を高速計測！

過飽和現象



polyimide film 

Aqueous Solution

polyimide film 

gold

X-rays
Protein

Gold Nanocrysatal

DXT Arrangement   PF-AR NW14A

Sample 

heater

Image 
Intensifier
V7739P (Hamamatsu 

Photonics) 

White 
X-ray

Sample 
PF-AR NW14A 
(35-60mA)

CCD:
C4880-80(Hamamatsu photonics)  

ID gap=15 mm

３x1014 photons/s/mrad/0.1%b.w.
Beam size: (150x50μm)

10µm



放射光施設から実験室光源へ (論文発表準備中）
特許申請中：回折点強度及びその揺らぎから

標識ナノ結晶の速度計測

革新的な原理(他の計測手法にも広域で適応可能）

2015.3に産総研
臨海副都心センター
から移管
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Experiments & Calculation
Evolution of measurement technology

→ improves time-resolution
→ enables observation of 

intra-molecular dynamics

Evolution of hardware parts of computers
→ enables long-timescale simulation

Molecular Dynamics (MD) simulation

Comparison between two 
methods is important
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