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教員による最新研究成果

進化生命化学

RNAと遺伝暗号から生命の起源の謎を探る

　生命の特徴は自己複製し自己維持を図るこ
とにあり、自己複製する実体として、RNAがク
ローズアップされています。RNAは情報媒体と
触媒の両方の機能を兼ね備えており、地球上
の生命進化の初期に「RNAワールド」と呼ばれ
る世界が存在したことを示唆しています。現在
の生物は、DNAやタンパク質をも使用してい
ますが、RNAの配列を、タンパク質を構成する
アミノ酸の配列に変換するアルゴリズムを「遺
伝暗号」と呼びます。従って、RNAと遺伝暗号
の誕生を明らかにすることが、地球上の生命の
起源と進化についての大きな謎解きになりま
す。タンパク質は、20種類のアミノ酸がmRNA
の情報に従って重合することで生成されます。
しかし、そのアミノ酸は鏡像体（右手と左手の

生命の起源を解く は、RNAと
遺伝暗号が誕生したことにある

ように左右非対称の形）のうち、すべてL-アミ
ノ酸です。アミノ酸の配列は、tRNAにアミノ酸
が間違いなく結合することによって実現されま
すが、この反応が、アミノアシルtRNA合成酵素
によるtRNAのアミノアシル化です。私は、
RNAがどのようにして生まれたのか、また、
tRNAのアミノアシル化の仕組みがどのように
成立してきたのかを明らかにしていくことに
よって、生命や遺伝暗号がどのようにして生ま
れ進化してきたのかという究極の問いについ
て解明したいと思っています。

ノアシル化は、生命の起源の解明に重要である
だけでなく、人工タンパク質合成という生物工
学の研究にも密接に関係しています。今後も精
力的にこれらの研究を推進していきます。

　RNAがL-アミノ酸を選択している分子認
識・識別メカニズムを探るため、tRNAの部分
だけ取り出し（タンパク質のない原始の状態を
想定し）、L-アミノ酸が優先的に結合すること
を実証しました。タンパク質は、tRNAによって
運ばれてきたアミノ酸をリボソーム上でつな
げることによって生成されるので、天然には存
在しない有用なアミノ酸をtRNAに結合させる
ことができれば、人工的なスーパータンパク質
の合成も可能になります。従って、tRNAのアミ

生命の起源研究から
人工タンパク質合成に迫る
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ファイナンス（国際資産評価モデル、企業ファイナンス）

有名西洋絵画は株価に乗って世界をわたる

　国の豊かさや経済力を見る場合、GDPなど
の総合指標がありますが、私は全く別の指標を
用いて投資評価に関するファイナンス研究を
行っています。特に富裕層の消費指標から国の
真の力や企業の財務力そしてリスクを相対的
に分析する手法を、日本の文化や制度的特徴
をモデルに組み込みながら実証的に研究して
きました。極限のラグジュアリー消費はファイ
ナンス（市場）が活性化し富裕層の余剰が膨ら
んだ時に最も上昇し、株価指数に強く連動して
きます。私は、日本の税関が所有するバブル期
前後の高級品、特に有名な高級絵画の輸入量
と価格データから、アートインデックスと日経
株価指数との連動性を細かく調べ、この連動の
度合いこそが資産評価モデルの中核的リスク

絵画（ART）とファイナンスの
相関関係

になり得ることを発見しました。興味深いこと
に、富裕層が宙に舞ったバブル期においては、
日本とゆかりのあるゴッホやセザンヌなど印象
派絵画の値段と日本の株価はほぼ同じような
動きを見せます。アートインデックスと株価の
この興味深い関係は今では西洋と中国にとこ
ろを移しています。

宇宙物理・暗黒エネルギー

暗黒エネルギーの起源は何か

　超新星の観測によって、1998年にその存在
が指摘された暗黒エネルギー。その後も、宇宙
背景輻射の温度揺らぎ、宇宙の大規模構造な
どのさまざまな観測データにより、暗黒エネル
ギーによって、宇宙は近年になって加速膨張期
に入ったと考えられています。現在の宇宙の組
成の約74％を占める暗黒エネルギーですが、
その起源は謎に包まれています。暗黒エネル
ギーとは、簡単にいうと負の圧力を持ち、重力
的な収縮に打ち勝って宇宙を加速膨張させる
ようなエネルギーです。さらに宇宙には、大規
模構造の形成に重要な役割を果たしたと考え
られている暗黒物質という未知の物質(暗黒エ
ネルギーと異なり、圧力が小さく、重力的に集
まることができる)が約22％を占めており、私

宇宙は暗黒エネルギーによって
加速膨張期に入った

たちの知る原子などの通常の物質は4％程度
にすぎません。暗黒エネルギーが暗黒物質と
原子の量を上回り、宇宙が加速膨張期に転じ
て現在に至っているかは大きな謎であり、世界
中の研究者がその性質を探るべく精力的に研
究を行っています。

論的に予測される値と比べて観測されている
暗黒エネルギーの大きさは、桁違いに小さいこ
とが知られています。暗黒エネルギーの起源を
明らかにすることは、21世紀の物理学の最大
の課題と言ってもよいかもしれません。さまざ
まな物理理論を統合し、一般相対論や素粒子
の標準理論を超えた新しい物理学をもって、そ
の起源に迫ろうとしています。私の論文は世界
中で引用されることも多くなり、それに伴い、
海外で講演に出向いたり、各国の研究者を研
究室に迎え入れ、国際交流を深めています。　暗黒エネルギーの最も単純な候補は、素粒

子物理で現れる真空のエネルギーですが、理

一般相対論や素粒子の
標準理論を超えた新しい物理学

情報通信ネットワーク

新世代ネットワーク、新しいネットワークの仕組みづくり

　これまでのインターネットが限界に近づいて
います。例えば、動画がフリーズしたり、ノイズが
出たりする時があります。これは、情報をブロッ
クに刻み、同時に送ることで高速化を図ってい
るパケット通信によるもので、どこかの情報が
抜けるとこのような現象が起きてしまいます。
また、プログラムの構造もパッチ状（ツギハギ）
で発展してきており、インターネットに多くの人
が参加して発展してきたメリットの一方で、多く
の人が介入できるというセキュリティ上のデメ
リットも生んでいます。そのため、遠隔医療は途
切れることなくつながるのか、重要なシステム
は有事でも遠隔操作・制御できるのか、さらに
電話回線の110番のようにどんな時でもつなが
る優先制御がないままでいいのかなど、信頼性

現在のネットワークシステムの
セキュリティ、安全性が限界に

をはじめ、セキュリティや安全性、情報通信方法
など、諸問題を解決できるネットワークの再構
築が待たれています。その研究が、新世代ネット
ワーク（またはフューチャーネットワーク）と呼
ばれるものです。研究室では、このネットワーク
の仕組みづくりに向け、諸問題を洗い出し、コス
トやサービス、採用技術のあり方など、経営工学
的視点から取り組んでいます。

用大型コンピュータの基本OS開発やインター
ネットの商用化のためのOCNサービスの立ち
上げ、さらに省庁のコンピュータネットワーク
システム構築など国家的プロジェクトも手掛
けてきました。フューチャーネットワーク実現
に向け、数多くの実システム設計・構築の経験
から得た私の知見すべてを学生に還元しよう
と考えています。また、研究室では、新しいネッ
トワークサービスの構成法やその評価方法も
研究しています。

　私は民間の研究所等に勤務していた時、汎

ナショナルプロジェクトを
手掛けた知恵を学生に還元する
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タンパク質は、L-アミノ酸がアミノアシルtRNA合成酵素によって
tRNAに正しく結合され、リボソーム上でつながることによって
生成される。tRNAのL字の片方の腕に相当するミニヘリックスは
tRNAの原始型であり、この部分に現在の遺伝暗号の起源である
「Operational RNA Code」が存在したと考えられている。

した授業を行っています。またバリュエーショ
ン理論に裏打ちされた財務分析ツールを企業
の課題解決のために使用していきます。バリュ
エーションの真髄は「真の価値」の発見にあり、
これをマスターすると、Ｍ＆Ａ、研究開発、サプ
ライチェーン構築、グローバル人材確保など企
業の重要な経営資源獲得案件に対して合理的
判断を下せるようになります。学生がよきビジ
ネスパーソンになるためのトレーニングをより
多く積めるように心掛けています。

　現在、学生がファイナンス分野において多様
で柔軟な考え方を身に付けられるように工夫

多様で柔軟な視点から、
企業ファイナンスに切り込む
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株式市場の価格形成には最
終的には最も富裕な家計や
個人の消費調整が関わると
いう仮定の下、豪華な消費を
有名西洋絵画とした場合の
消費と株価の間には、バブル
期を通して非常に強い連動
性が海を越えて発生してい
た。アートとファイナンスの関
係を実証的に解明する研究
成果を、学生が研究し、ゼミ
で発表した一つのチャート。

Dark Energyという宇宙を加速膨張させる未知のエネルギーが約
74%を占め、Dark Matterという圧力が小さい未知の物質が約22%
を占める。我々が知っている原子などはわずか4%程度に過ぎない。

宇宙の加速膨張を引き起こす暗黒エネルギー

Dark Energy is pushing galaxies apart.

さまざまな観測からの現在の宇宙の組成

74% Dark Energy

22%
Dark Matter

4% Atoms

RNAタンパク質生合成系

tRNAの
アミノアシル化

リボソーム
（タンパク質合成工場）アミノアシル

tRNA合成酵素

tRNA

アミノ酸
mRNA

絵画（ART）とファイナンス　株式市場で支配的な富裕層の投資・消費行動の特性は何か？
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高級西洋絵画

“ラグジュアリー”消費
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日常品

ネットワークインフラの変遷

従前 現在
2013年

将来
2025年頃

新しいネットワークに対する
国際的機運の高まり
(FIND,FP7等）

・機能追加による複雑化
・性能向上の限界

既存技術の限界

・高速化、多様化 ・高可用、高品質
・セキュア、省エネ ・未知の課題への対応

ネットワークに対する社会的要求

新世代ネットワーク
（将来ネットワーク）
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理想のネットワークを白紙から再設計

産学官連携による研究開発の戦略的推進

国際的競争力強化

科学技術の進化に貢献したいという、
教員たちの夢をカタチにした最新研究やプロジェクトを紹介します。
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