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１． 本課題の研究の背景、目的、関係するプロジェク
トとの関係
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Fig. 1 Actomyosin network were rearranged by
processive myosin movements. Snapshots were
displayed at the myosin density fraction, λ = 0.

情報から，タンパク質間相互作用の粗視化モデリング
を行う必要がある．その準備として，全原子分動力学
法及びブラウン動力学法による粗視化アクチンモデル
の構築を現在行っている．特に，分子レベルのメカノ
センシングの機構について，新しい数理モデルが得ら
れつつある．
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density fraction of myosin, λ.
５． 今後の計画・展望
今後は，細胞の境界条件となる細胞膜及び接着斑形
成タンパク質の数理モデルの構築を行う．これにより，
細胞外からの力学的・生化学的シグナルに対する細胞
内リモデリング過程を解析可能となり，細胞の機能的
適応過程におけるメカノトランスダクションをその分
子的実態に基づき，明らかにすることが可能になると
期待する．

６． RICC の継続利用を希望の場合は、これまで利用
した状況（どの程度研究が進んだか、研究におい
てどこまで計算出来て、何が出来ていないか）や、
継続して利用する際に行う具体的な内容

細胞内の 0.5μm スケールの解像度から細胞１個体ス
ケールまでのアクトミオシンネットワークの構造変化
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