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少数分子の反応が生物を支配する !?
例えば、遺伝子の物質的本体である DNA は、1 個の細胞中にたった 2 分子ずつし
か存在しない。こんな少数個の分子の挙動を論じるのに、統計学的手法は使えない。
もしも生命の本質に迫りたいなら、新たな原理を探らねばならないのだ。そう信じ
る永井健治・大阪大学産業科学研究所教授は、従来の生化学の常識をくつがえす「少
数性生物学」の概念を世界に向けて発信する。
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蛍光を利用した指示薬「カメレオン -Nano」で、細胞性粘菌の集合過程におけるカル

シウムイオンの信号伝達をリアルタイム（動画）で可視化。
18

のですか？
最初にすべきことは、解析技術の開発で
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