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Ⅰ．はじめに 

 

ターゲットタンパク研究プログラム（以下、｢本プログラム｣という。）は、タンパク 3000
プロジェクト等の我が国のプロジェクト等により得られた成果や基盤等を活用しつつ、学

術研究や産業振興に重要な難解析性のタンパク質をターゲットとし、それらの構造・機能

解析に必要な技術開発と研究を行うことを目的として、平成 19 年度から 5 ヵ年計画で開

始された。 
本プログラムは、「ターゲットタンパク研究（個別課題）」と｢技術開発研究」の 2 つの柱

から構成されている。｢ターゲットタンパク研究｣は、ターゲットとなるタンパク質の構造

と機能の解明を目指す「基本的な生命の解明」、「医学・薬学等への貢献」、「食品・環境等

の産業応用」の 3 つの分野を対象としており、｢技術開発研究｣は、本プログラム開始当時

の技術水準では解明が極めて困難なタンパク質の解析を可能とするため、タンパク質の試

料を作る「生産」、タンパク質の構造を解く「解析」、タンパク質の機能を知る「制御」、「生

産」･「解析」･「制御」の情報を共有化させる「情報プラットフォーム」の 4 つの領域か

ら構成されている。 
平成 22 年 6 月に閣議決定された「新成長戦略」において、「安全性が高く優れた日本発

の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発を推進する」こと等が明記されている。ま

た、「新成長戦略」工程表の中で、早期の実施事項として「新技術開発や新分野開拓を創出

する基盤の整備（創薬・医療技術支援基盤）」が掲げられており、世界をリードするライフ

イノベーションの成果創出を目指し、実行していくことが求められている。  
新成長戦略や有識者等からの意見を踏まえ、平成 23 年度に限り、「技術開発研究（拠点）」

については、技術開発を行う委託事業から外部開放を本来業務とする補助事業へ移行する

ことにより、本プログラムにて開発された創薬等に活用可能な最先端の研究基盤を、我が

国全体として研究者等が広く利用できるよう、支援体制の整備を進めることとした。 
本年度は、本プログラムの最終年度にあたるため、文部科学省に外部有識者からなる評

価委員会が設置され、本事業で実施されている全プログラムの実施機関を対象として平成

23 年 5 月末までの実績について事後評価を行った。 
評価にあたっては、実施機関等から提出された成果報告書による書面審査及び一部の実

施機関等を対象として行われたヒアリング審査に基づき、本プログラムの実施状況、成果

の見込み等の観点から、①プログラム全体（PD･PO のマネジメント）評価、②代表機関の

マネジメント評価、③各機関の評価について、7 回に渡って審議を重ね、公正かつ適正に

評価を行った。本評価報告書は、その結果をとりまとめて作成されたものである。 

1



 
 

 

 

 

2



 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．事後評価結果 
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１．プログラム全体（PD･PO のマネジメント）の評価 
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ＰＤの氏名： 江口吾朗（平成 19～20 年度） 別府輝彦（平成 21 年度～現在） 
ＰＯの氏名： 月原冨武、米田悦啓、植田弘師、中島春紫 

（ＰＤ（プログラム・ディレクター）、ＰＯ（プログラム・オフィサー）） 
 
 

１． 総評  

本プログラムは、「タンパク３０００プロジェクト」などから達成された成果を

活用し、現在の技術水準では構造解明がきわめて難しく、かつ学術研究や産業振興

に重要なターゲットタンパク質を選定して、これら高難度タンパク質の構造と機能

解析のための技術開発と構造・機能解析を一体として行うことを目的として、構造

研究者と機能研究者が連携して取り組むべき国家プロジェクトとして開始された。

「タンパク３０００プロジェクト」実施結果の反省に立って導入されたＰＤ・ＰＯ

の制度であり、その役割は極めて重い。本プログラムは、幅広い分野を統合して進

めるという困難さを内含しているが、ＰＤとＰＯは、その力を傾注して、これらの

困難を適切に克服・調整して、我が国の創薬基盤や産業応用への基盤整備を進めた。

その成果は極めてレベルの高いものであり、国家プロジェクトとして期待された役

割を十分に果たしたものと評価する。今後は、我が国における優れたＰＤ・ＰＯ制

度の確立のために今回の成功が活かされるような取り組みが必要である。 

同じく「タンパク３０００プロジェクト」の教訓から、本プログラムで初めて実

現した情報プラットフォームの設置の意義は大きい。タンパク質研究において、ウ

エット・ドライ協調スタイルは、国際的には、すでに実現されているにもかかわら

ず、我が国では実現が遅れていた。ＰＤとＰＯには情報分野の専門家が含まれてい

ないため、調整における困難さも見受けられるが、分野を越えた連携の視点から、

本プログラムの取り組みを高く評価する。 

本プログラムでは技術開発研究とターゲットタンパク（の構造・機能解析）研究

の２本の柱が立てられた。研究の特筆すべき結果として、技術開発研究については、

第一に、微小結晶構造解析に最適化した二本の相補的なマイクロビームビームライ

ンの開発が進んだことである。具体的には、理研によるミクロオーダ―の微小結晶

に最適化した超高輝度マイクロビームビームラインの開発により、従来のビームラ

インの測定が困難な結晶から回折データ収集に成功し、サブミクロンのアミロイド

関連タンパク質微小結晶から回折点を確認できたことである。技術開発研究の第二

は、高エネルギー加速器研究機構により、軽原子の異常分散を利用する構造決定に

最適化した低エネルギー高輝度マイクロビームビームラインの構築である。具体的

には、分子量６０００のタンパク質での構造解析による実用性の確認、構造解析が

行き詰っていた分子量４万のタンパク質の構造解析に成功し、今後はユーザーフレ

ンドリーなルーチン構造解析用ビームラインとして期待できる。 

さらに、研究の特筆すべき結果として、ターゲットタンパク研究については、第

一に、本プログラム内の共同研究により得られた成果として、東北大学、東京大学、

大阪大学のチームによる、がん、動脈硬化,肺線維症、神経因性疼痛などに関与する

タンパク質の構造解析を行い、基質切断の分子メカニズムを解明、さらに、化合物

ライブラリーでの阻害剤検索の結果、大手製薬企業と治療薬開発のための共同研究

契約の締結に至った(Nat. Struct. Mol. Biol. 2011)。第二に、大阪大学グループ

により細胞間情報伝達に関わるタンパク質の構造解析に成功し、アレルギー治療剤

開発で大手製薬企業と共同研究契約の締結に至っている（Nature 2010, Nature 

Immunol. 2010）。第三に、構造解析が困難である膜タンパク質について、京都大学

のチームにより花粉症・アレルギーの発症因子ＧＰＣＲの立体構造が解明され
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（Nature 2011）、副作用を抑えた抗ヒスタミン薬の探索・設計への期待が高まって

いる。さらに、膜輸送に関わる膜タンパク質の研究成果として、東京大学チームに

よる巨大分子を透過させる Sec トランスロコンを構成する膜タンパク質の複合体構

造の解明（Nature 2008, 2011））、や京都大学チームによるアミノ酸の前駆体の取

り込みに係る膜タンパク質の構造解明など、顕著な成果が得られている(Science 

2011)。第四に、超分子構造構築に関して、大阪大学チームによる鞭毛の構造形成の

解明（Nature 2011, PNAS 2011）や 東京都医学研究機構のチームによる２０Ｓプロ

テアソ―ムの構造形成の解明（Nature Struct. Mol. Biol. 2008）がある。第五に、

タンパク３０００プロジェクトからの研究継続による成果がある。東京大学、大阪

大学、理化学研究所、慶応義塾大学のチームによる、非翻訳ＲＮＡによる高次細胞

機能発現機構の解明につながる数種類のタンパク質の構造機能解析の成功（Nature 

2009, Nature 2009, Nature Structural and Molecular Biology 2009, Mol. Cell 

2010, NAR 2010, Nature 2010）や高エネルギ―加速器研究機構のチームは、直鎖状

に連結したポリユビキチンが結合したＮＥＭＯ(NF –κB Essential modulator) タ

ンパク質の結晶化に成功して、その結合の仕組みを解明している。がんや免疫不全

などに係る転写因子 NF –κB の活性化には、ＮＥＭＯ-ユビキチン結合が重要な役割

を担うことから、創薬基盤の研究として評価できる。東京大学のチームは RNA ポリ

メラーゼを阻害する転写因子 Gfh1 と RNA ポリメラ―ゼ複合体の巨大立体構造の解析

に成功し、動的な構造変化を見出している（Nature 2010)。さらに、東京大学と名

古屋大学のチームは、２件の植物ホルモンと受容体複合体の構造を決定し（Nature 

2008, 2009）、東京大学チームによるアブシジン酸とその受容体との複合体構造の

成果は、Science 誌の２００９年の１０大科学発見に選ばれている。 

本プログラムでは、構造解析の対象として、スタート時において発現や構造解析

に困難が伴うとされた１３のターゲットタンパク質群が選ばれている、合計３４の

課題（課題Ａと課題Ｂ）が設定されている。平成２３年５月現在で、構造解析がま

だ成功していない課題については、残された１０か月間における進展を期待する。 

しかしながら、解析が困難であるがゆえに、技術開発を並行して行っても、なお、

高難度なタンパク質の構造決定において１００％の成功は期待できないであろう。

立体構造の解析が高難度なタンパク質の構造を計算によって推定する手法を適用す

ることによって、構造予測が可能となり、創薬や産業基盤としての活用が待たれて

いる。本プログラムの技術開発研究として情報プラットフォームが置かれているこ

とから、ホモロジ―モデリングによる立体構造予測の結果、１３ターゲットグルー

プの内、１グループ以外は、すべて立体構造が解明またはモデリングできた成果に

は、計算構造生物学の寄与が無視できない。本プログラムの構成に、計算機実験研

究の課題を取り込んであったこと、実験とタンパク質構造情報学の共同研究の成果

を初めて示すことになったことを評価したい。今後のライフサイエンスにおいて、

分野を越えての共同研究のスタイルを実現したことの意義は大きい。 

今後は、ここで開発された基盤技術がより広く研究者に利用され、我が国の構造

生物学の発展への一層の貢献が期待される。タンパク質の結晶化にはタンパク質の

種類による特異性が存在するが、本研究プログラムで開発した技術を、本プログラ

ム終了後も、高い技術を獲得した研究者だけでなく広く技術者（技術支援者）に継

承して、我が国の構造生物学のインフラストラクチャーとして活かしていく取り組

みが必要である。 

基礎技術の応用技術への展開という視点での展開を眼中に活動を続ければ、我が

国独自の科学・技術の発展が期待される。舞台は技術開発のインフラストラクチャ
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ーの長期的な整備と、このプログラムで進められた技術開発の成果を、今後どのよ

うに有効活用していくかの流れを構築できるか否かに移ったといえる。 

これらの内容を踏まえれば、ＰＤ・ＰＯの運営に関する取り組みは、大変優れて

いると評価できる。 

 

 

２． ＰＤ、ＰＯの主な役割に対する取組状況等のターゲットタンパク研究プログ

ラムの運営に関する事項について 

本プログラムは、「技術・開発研究」を基盤にして、「基本的な生命の解明」

「医学・薬学等への貢献」「食品・環境等の産業利用」の 3分野からなるターゲッ

トタンパク研究を構造・機能解析を一本化して進めるのが目標である。 

プログラムの進捗管理については、PO の職務分担を決めて PD が総括し、各研究分

野の進捗状況を把握・管理した。また、プログラムの運営方針については、毎年度

の内部評価に基づき、研究課題見直し原案や、研究実施者の要望に基づく提言等を

文部科学省に提示するなど、適切な助言・提言を行った。 

課題内における連携のための調整はＰＤ・ＰＯの最も重要な役割である。実施者

への指導・助言、研究現場への視察の他、機能研究と構造研究の連携、隣接する研

究課題の連携、困難を伴う技術開発への激励、放射光施設利用支援などを強力に指

導している。放射光ビームラインの完成、ＳＡＩＬ法によるＮＭＲ構造解析の推進

など、きめ細かく、かつ大局的な判断と行動を示した。 

 推進委員会傘下にＰＤ・ＰＯと研究実施者の一部から構成される運営委員会を設

置し、推進委員会の指示・監督の下、研究成果の発信、知的財産取得への指導、一

般社会・産業界・学会へのアウトリーチング活動、科学コミュニケーションに関す

る指導・助言なども適切に行われている。毎年の公開シンポジウムの開催、産学懇

談会の実施、ホームページ設置による広報活動、ターゲットタンパク研究プログラ

ムのパンフレットの作成・配布など、十分な効果をあげた。公開シンポジウムの開

催等は丁寧によく管理され、本プログラムの遂行がスムーズに展開する原動力とな

っている。 

 一方、個別研究事業である課題Ｂについては、研究開発拠点整備事業である課題

Ａにおける研究を補完する要素的研究や関連技術の開発を推進することとなってい

る。しかしながら、課題Ｂの選考に課題Ａの代表機関の代表研究者が加わっておら

ず、今後、このような補完する要素的研究や関連技術の開発を推進する課題Ｂを選

定する際には、課題Ａの代表機関の代表研究者が課題Ｂの選考に加われるよう考慮

が必要であろう。 

中間評価に基づく課題の統廃合の実施については、進捗状況が悪かったことを理

由にして、廃止の決断を評価する一方、目標の達成が見込めない課題の扱いに関し

ては、もっとリーダーシップを発揮して欲しかった。また、ＰＤが途中交代したこ

とに加え、4人のＰＯが専門分野以外の領域にも積極的に関わられたかなど運営上の

問題点が残る。 

本領域を支える次世代の人材育成の取組に関しては、若手研究者を共同研究に積

極的に参加させるとともに、最新技術を紹介する研究セミナーを開催するよう、適

切に指導・助言した。本研究プログラムの若手研究実施者から日本学術振興会によ

る「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に 14 名が採択されていることを評価

したい。一方、一部課題で学生やポスドクによる研究が行われていないものがあっ

たことは非常に残念である。アカデミアの使命は人材育成が第一と考えて欲しい。
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良き人材育成の結果は今後の問題であり、若手のキャリアーアップなどのデータ表

も示して欲しいところである。 

以上を総合すれば、ＰＤ・ＰＯは、ターゲットタンパク研究プログラムの運営に

関して、十分に適切な役割を果していると判断できる。 

 

 

３． 今後の展望について 

「タンパク３０００プロジェクト」から「ターゲットタンパク研究プログラム」

へ展開されてきた流れを更に発展させるものとして、今後は、技術開発のインフラ

ストラクチャーの長期的な整備と、このプログラムで進められた技術開発の成果を、

どのように有効活用していくか、その流れを構築することが重要である。高難度タ

ンパク質の構造解析における技術開発において、特に、高分子量タンパク質のＮＭ

Ｒ技術等の解析技術は、まだ確立されたとは言えず、長期的見地に立った安定的支

援が必要である。これらの国家プロジェクトにより育成された若手研究者が、その

能力を一層発揮できるような環境整備も人材養成の重要課題である。 

成果が出るまでにはタイムラグがあるのでそれを見極める必要がある。従って、

本プログラムの追跡調査が必要であるが、これを予告しておくべきである。今後、

より優れた成果が見込まれる課題研究もあるが、しりつぼみになってしまう課題研

究も予見される。まだ半年以上残されているので、なお一層の努力を促すようＰＤ

とＰＯの指導、助言をお願いしたい。 

今後の同様のプロジェクトにおける研究実施者の選考については、より客観的で

オープンなやり方を考えるべきである。さらに、今後の科学の展開を予想する中で、

どのように新提案を位置づけ、目標を設定するのかを、当事者外の意見も広く用い

て論じて欲しい。 

産業・社会からかなりの距離感があるので、国民から見てわかり易い成果にブラ

ッシュアップして行って頂きたい。特に、「個別成果を俯瞰した時、全く新しい世

界が見えてくる筈」との指摘もあった 。基礎と応用の間のいわゆる「死の谷」をど

う越えるかを意識した研究も奨励する必要がある。 

 

 

４． その他特記事項 

特になし。 
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～ターゲットタンパク研究（個別課題）～ 

２－１ 「基本的な生命の解明」分野 
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基本的な生命の解明分野：Ａ１（機関の評価） 
課題名：細菌のタンパク質分泌装置と輸送基質タンパク質群の構造・機能解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：大阪大学・今田勝巳 
分担研究内容：細菌のタンパク質分泌装置と輸送気質タンパク質群の構造・機能

解析 
 
１．総評 
 総じて良い結果を上げていると判断される。一方で、本プロジェクトのこれまで

の成果をみる限り、難波グループの貢献が大きく、代表研究者も含めてそれ以外の

研究者が本プロジェクトにどのように貢献したか、代表研究者と難波グループとの

切り分けが見えなかった。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
提案課題解明に向けて掲げた達成目標項目に対して、優れた成果も散見され、本

プログラムは特に優れているとまではいかないが、ほぼ順調に進んでいる。しかし、

より複雑な複合体の構造決定の期待に応えられていない、あるいは 5 年間の支援に

見合う突出した成果があったかは疑問であるという意見もあった。 
 
 
３．研究体制について 
 分担機関はないが、学内での協力体制の基に研究が進められており、連携や共同

研究は順調に進んでいる。ただし、代表研究者と難波グループの切り分けや主導性

に疑問があるとの意見が複数あった。 
 
 
４．今後の展望について 
 論文リストをみる限り、レベルの高い国際誌への発表は認められるが、代表研究

者のリーダーシップがあまり見えないため、今後の展開には努力が必要である。ま

た、新聞等の広報活動に努力していることは認められるが、これまでの研究内容が

極めて基礎的であることから、近い将来に社会への還元又は産業界への技術移転等

は難しいとの意見があった。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ２（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構  
代表機関・代表研究者 ：東京都医学研究機構・田中啓二  

 
 
１．総評 
 本プロジェクト代表は本研究課題解明に最も適した研究者の一人であり、26S プ

ロテアソーム最終目標の完全分子の構造決定には至っていないが、期待した複数の

成果は上がっている。最終ゴールは極めて挑戦的課題であり、現在の成果でも充分

な評価に値する。事実、26S プロテアソーム形成機構への解明というゴールに向け

た基盤整備ができつつある。本プログラムを全般的に眺めても、本課題は良好に進

行した成功例であると判断される。プロテアソームの研究を継続する場合には、次

の 10 年を見据えた新たな連携体制を構築することが期待される。今後も優れた成果

の創出が期待されるが、課題終了後の成果の橋渡しの可能性については、楽観でき

ない。しかし、基礎科学的観点からは費用対成果は十分高いと言える。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 総サブユニット数約 100 個の 26S プロテアソームの全体構造を機能と関連づけて

4Å レベルの分解能で決定するという最終目標は挑戦的なものであり、5 年の期間内

に完遂しなかったにしても、基礎的研究の優れた進捗状況は高く評価できる。各サ

ブユニット複合体の大量精製法の成功により、構造解析に向けた最低の基盤は確保

できたものと判断される。予想外の発見も加えられて、評価の高い国際誌に多数報

告されている。研究遂行のマネジメントの点でも優れた水準に達していると評価で

きる。 
 
３．研究体制について 
 グループ数は多いが、それぞれの役割分担が明確であり、優れた組織構成となっ

ている。報告書から・連携体制も効率的・効果的に動いていると判断される。分担

研究者と代表研究者の間の役割分担も比較的明確であり、マネジメントの点でも優

れた水準にある。本プログラムの他の課題他との連携も密であり、全体の取りまと

めも立派である。企業との連携は限定されたものとなっているが、研究が生物機能

の基礎的側面を対象にしているので、現段階では要求することに無理があるだろう。

人材育成に関しても特に問題は感じられない。 
 
４．今後の展望について 
 最終ゴールの 1 つである 26S プロテアソームの構造解析に向けた体制整備を整え

た点で高く評価できる。社会還元については、一般論として基礎的成果の側面を重

視し、長期的観点で考えるべきである。一例として、プロテアソームの阻害剤は既

に医薬品として使用されているが、副作用の問題が壁となっている。ゆえに、代表

研究者はプロテアソーム関連のシャペロンにターゲットを絞っているが、この姿勢

は適切なものであると判断される。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ２－Ａ（機関の評価） 
課題名：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 
代表機関名：東京都医学研究機構 
機関名・研究者名：東京都医学研究機構・田中啓二 
分担研究内容：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 

 
 
１．総評 
 困難な課題であるにもかかわらず、顕著な成果を上げており、進捗状況の観点か

らも優れた水準に達していると高く評価できる。全体の取りまとめも順調に進んで

いる。医学・薬学の観点から重要なターゲットであるため、長期的には課題終了後、

成果の橋渡しの可能性は十分あり得ると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
分担機関の兵庫県立大学（水島グループ）とともに多くの結晶構造解析の実績と

学術論文を発表しており、大変優れていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 分担研究者と代表研究者の間の役割分担も比較的明確であり、また本プログラム

の他の課題との密な連携プレイが多数の共著論文から伺える。全体として優れた研

究体制である。 
 
 
４．今後の展望について 
 26S プロテアゾームの構造決定の達成は困難と思われるが、構成因子の機能構造

については今後の進捗も充分期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ２－Ｂ（機関の評価） 
課題名：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 
代表機関名：東京都医学研究機構 
機関名・研究者名：京都大学・森本幸生 
分担研究内容：26S プロテアソームの構造解析による分子構築・機能制御に関す

る研究 
 
 
１．総評 
 本研究課題は非常に困難なものである。一方、本プログラムの評価は最初の目的

設定に対する達成度で評価されるべきとの観点からは、成果・実績は十分とは言い

難い。方法論も含めて、プロテアソームの構造と機能に迫ることができる実験が可

能になりつつあるため、他の研究者との強固な連携プレイを前提に研究を推進する

ことが期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 最終目標を前提とすれば成果は十分とは言い難い。しかし、本課題で最も困難で

地味な役割で貢献したことは評価できる。こうした成否の予測が困難な課題につい

ては、長期的観点から継続されることが期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 挑戦的課題に少人数で立ち向かったことは評価される。他のグループとの情報交

換については特に問題はないが、実験上の連携プレイについては今後改善すべき余

地もあるように思われる。 
 
 
４．今後の展望について 
 こうした研究の成否は予測が難しい。ただし、他の研究者との密な連携体制を背

景に続行されるべきである。社会への還元、技術移転については長期的観点から眺

められるべき課題であり、早急な期待はできないと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ２－Ｃ（機関の評価） 
課題名：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 
代表機関名：東京都医学研究機構 
機関名・研究者名：名古屋市立大学・加藤晃一 
分担研究内容：プロテアソームを舞台とするタンパク間相互作用ネットワークの

NMR 解析 
 
 
１．総評 
 共同研究への貢献は十分に評価できるが、本代表研究者主導の研究そのものにお

いては成果・実績は十分とは言い難い。論文リストからは、際立って優れた業績と

はいえないまでも、生産的なグループと評価できる。研究内容のタイトルからは

NMR 解析が主要な手段とされているが、NMR の役割よりも X 線解析が主体となっ

た研究が多いと判断される。総じて、NMR を用いて代表機関の研究進展に貢献した

ものと判断される。今後のさらなる進展が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 最終目標が達成されてはいないが、少なくともそこに向かって明確な進歩がみら

れる。構造決定の数と報告された論文数もかなりのものであるが、senior author の

数が少ないと判断される。また、NMR を用いて代表機関の研究進展に貢献したもの

と判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 研究代表者や他の分担機関との密接な共同研究が機能しており、効率的な情報共

有・連携体制は維持されている。学生数が多いグループであり、様々な制限の範囲

内で人材育成の工夫がなされているものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 基礎的研究であり、社会還元、技術移転に関してはかなりの努力が必要とされる。

一般に、こうした研究には長期的な観点が必要であり、早急な期待はできないと判

断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ２－Ｄ（機関の評価） 
課題名：巨大で複雑なタンパク分解装置の動態と作動機構 
代表機関名：東京都医学研究機構 
機関名・研究者名：兵庫県立大学・水島恒裕 
分担研究内容：立体構造を基盤とした分子集合装置によるプロテアソーム複合体

構築機構の解析 
 
 
１．総評 
 本代表研究者主導の研究においては成果・実績は十分とは判断されないが、分担

研究者としては評価できる研究成果を上げており、本事業内容の進展に貢献したも

のと判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 最終目標が達成されてはいないが、少なくとも最終目標に向かって明確な進歩が

みられる。 
 
 
３．研究体制について 
 研究機関や他の分担機関との密接な共同研究が機能しており、効率的な情報共

有・連携体制は維持されている。 
 
 
４．今後の展望について 
 基礎的研究であり、社会還元、技術移転に関してはかなりの努力が必要とされる。

一般に、こうした研究には長期的な観点が必要であり、早急な期待はできないと判

断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ３（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤  
代表機関・代表研究者 ：北海道大学・稲垣冬彦  

 
１． 総評 
 オートファジーの分野で世界をリードしているグループによる研究で、目標に向

けて構造解析と機能解析グループがよく連携している優秀なモデルと言える。オー

トファジーは複雑な現象であり、その全容は一つの困難な複合体を決定することに

よって解決するといったものではない。しかし、この複雑な分子機構の解明に向け

て明確な進歩がみられ、特に分子間相互作用に関する結果については優秀な成果と

評価できる。また、予想外の新しい発見もあり、今回の着実な成果は、オートファ

ゴゾーム形成の機構解明の基盤を整備するものと高く評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２． 研究の進捗状況について 
 Atg タンパク質群の大量発現の調整による複合体の結晶化、その X 線解析による

構造担当グループと、生化学的定量、顕微鏡的観察による機能解析グループの成果

は、世界の追従を許さない成果を上げ、高いレベルの国際誌に論文を発表されるに

至っている。これらの結果、Atg の結合相互作用の研究を構造、機能面から研究す

る基盤は十分できたと評価できる。目標もおおむね達成されている。次の目標にも

あげられている PAS 成生のプロセスも期待される。生産、構造解析、機能解析に関

する情報の共有化も十分円滑に行われており、今後の発展も十分に期待できる。 
 
 
３． 研究体制について 
 代表機関及び分担機関はそれぞれが得意とする構造解析、機能解析を担当してお

り、その連携体制は高く評価できる。以前からの共同研究者であることを考慮に入

れても、この研究体制は高く評価でき、この機能的連携プレイが着実な進歩の原動

力になっている。また、多数の優れた研究者の排出、受け入れも活発である。総じ

て、代表機関のマネジメントは適切なものと高く評価できる。 
 
 
４． 今後の展望について 
 オートファジーの分子機構は現在基礎的研究段階にあり、本プログラムで得られ

た情報は、長期的にはともかく、産業的な技術移転が短期的に可能と判断されない。

早急な社会還元を要求できない研究課題である。一方、オートファジー阻害剤や亢

進剤が医学領域での臨床応用に関心をもたれている事実は指摘しておきたい。また、

NMR の新規技術 SAIL 法については、Atg 蛋白質関連の研究で成功すれば国際的に

も大きなインパクト与えることが推測される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

21



 
基本的な生命の解明：Ａ３－Ａ（機関の評価） 
課題名：オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤 
代表機関名：北海道大学 
機関名・研究者名：北海道大学・稲垣冬彦 
分担研究内容：オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤 

 
 
１． 総評 
 研究の最終目標は立体構造を基礎にオートファジーの分子機構を解明することに

ある。最終目的が一つの明確な超分子複合体を決定することで解決するといった問

題ではないが、現象そのものが種々の Atg 蛋白質群の集合機構に集中しているため、

タンパク質間の相互作用が主要な研究ターゲットとなる。こうした観点から、PDB
登録数、論文リストからもわかるように目標に向かって明確な進歩がみられる。

Nature、Science といったトップジャーナルへの論文が期待されるが、独自の結果

が EMBO J 等の雑誌に報告されている。連携体制が成熟しており、順調に成果が出

されている。基礎的研究としては、この延長上で継続することは可能であるが、多

額の予算を伴うプロジェクト研究としては、新たなアプローチが必要となると判断

される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 代表機関のマネジメント評価において記述したとおり、Agt の結合相互作用の研

究を構造、機能面から研究する基盤は十分できており、進捗については高く評価で

きる。 
 
 
３．研究体制について 
 密な連携体制になっており、問題は見出されない。 
 
 
４．今後の展望について 
 オートファジーの分子機構は現在基礎的研究段階にあり、このプログラムで得ら

れた情報の産業的技術移転は、長期的にはともかく、短期的に可能とは判断されな

い。しかし、分野の重要性から将来性に期待できる。一方、NMR の新規技術 SAIL
法については、Atg 蛋白質関連の研究で重要な成果が出れば、この技術の国際的評

価が上がることは間違いない。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ３－Ｂ（機関の評価） 
課題名：オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤 
代表機関名：北海道大学 
機関名・研究者名：東京工業大学・大隅良典 
分担研究内容：Atg タンパク質の発現と機能解析 

 
 
１． 総評 
 高いレベルの成果を数多く上げており、本プログラムの代表的成果の一つと言え

る。この分野で最先端の機能的側面の成果を出しており高く評価できる。構造解析

グループとの連携体制もよく進捗している。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 オートファジーでは必須な Atg タンパク質群と生体膜成分とが主役となっており、

こうした構成成分分子による制御された階層的集合状態の変化とみなすことができ

る。最終目的を達成してはないが、この複雑なプロセスの機能解析において重要な

成果を出している。論文数にも問題はないと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 発現系や生化学的解析を通じて構造解析グループにも生産的な貢献をしている。

相補的に分担研究者の協力関係がうまく機能しており、高く評価される研究体制で

ある。 
 
 
４．今後の展望について 
 基礎的研究であり、短期的な産業界への技術移転には疑問がある。長期的には重

篤な病気とも関連することは当然推測され、第三者が違った視点から応用研究を目

指す可能性は十分にあると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ３－Ｃ（機関の評価） 
課題名：オートファジーに必須な Atg タンパク質群の構造的基盤 
代表機関名：北海道大学 
機関名・研究者名：名古屋大学・甲斐荘正恒 
分担研究内容：多様な SAIL 関連 NMR 技術の移転促進のための基盤整備 

 
 
１． 総評 
 SAIL 法は極めて重要な NMR 技術であり、将来の構造生物学にとって必須の構造

解析手法となることに疑問の余地はない。ただ現在まで特定のタンパク質を効率よ

く大量に発現する系が確立しておらず、それが壁となっているように思われる。 
これについては長期的な展望にたった地道な努力が必要である。 

 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 SAIL 法は重要な新規の NMR 解析技術であり、機能が複雑なタンパク質の適用に

おいて早急な成果を求めることは困難である。長期的な視野にたった支援が必要と

される研究である。この視点に立つ時、この研究課題にとってこの手法が最適か否

かについては疑問も残る。 
 
 
３．研究体制について 
 平成 21 年までは技術開発課題「生産 D」に属して SAIL 法の改良は各種タンパク

質に適切な方法開発に従事していた。現在も他の機関との共同研究が多いが、この

課題での立場とエフォートが明確ではない。SAIL 法はタンパク質の発現系に強く依

存する。この視点からは、本代表研究者との連携が適切であったか否かについては

議論のあるところである。 
 
 
４．今後の展望について 
 技術面において各ターゲットタンパク質の解析に貢献度は高いものと期待された

が、本プログラムに関する限り、具体的成果はまだ明確になっていないと判断され

る。一方、SAIL 法の技術そのものについては徐々に普及し始めており、大規模な応

用研究に展開することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：クロマチン上での基本転写因子、転写抑制因子、ヒストン修飾因子の構造

生物学 
代表機関名・代表研究者名：横浜市立大学・西村善文 
 
１．総評 
クロマチンレベルにおける転写制御機構に構造生物学的側面から真っ向から取り

組んでいる今回の挑戦的提案を高く評価することに異論はないが、その成果に関し

ては、研究費に見合ったインパクトあるものに至っていないと判断される。また、

本課題解明の重要性から、特に構造生物学の観点からの取り組みをさらに強化して、

若手や異分野からの参入を加えた類似のプロジェクト展開を推進すべきとの意見が

多かった。 
ターゲットにしたタンパク質の機能の重要性にも関わらず、その性質上結晶解析

の対象になりにくかったことは残念であったとの意見もあった。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 

 
２．研究の進捗状況について 
細胞核内現象は生命の根源に関わる重要な研究課題であるが、その構造生物学的

観点からの取り組みは我が国では少なく、遅れをとっている。その中にあっての挑

戦に挑んだ本研究は高く評価できる。しかし、研究成果、発表論文をみる限り、量

的にはかなり順調に成果を発信しているものの、交付された金額に比してもう少し

インパクトのある成果がでたのではないかと判断される。一方、ターゲットとした

タンパク質は天然変成等の困難を抱えており、立体構造解析の壁となっていること

から、進捗に若干の遅れはやむを得ない、との意見も複数あった。 
 
 
３．研究体制について 
本研究体制の中に、質量分析や NMR を研究技術として組み込んで、本プロジェ

クトの趣旨に合った体制を構築・実現している。代表機関と分担機関の連携体制は、

基本転写因子に関しては平成 20 年には共著の論文も発表して密接に機能しているが、

目標としたその制御因子やヒストン修飾因子に関しては、形として現れておらず、

よりリーダーシップを発揮すべきである。以上を踏まえて考えれば、代表機関およ

び分担機関間の情報交換と連携体制は妥当といえる。 
 
 
４．今後の展望について 

「３．研究の進捗状況」で述べたように、本研究提案は生命の根源に関わる重要

な研究課題であり、研究推進にかなりのハードルを抱えているので、現時点ですぐ

に創薬につながるものではなく、成果の産業への橋渡しの可能性は高いとは言えな

い。しかし、代表研究者による産業界への技術移転の努力は期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明分野：Ａ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構

造生物学 
代表機関名：横浜市立大学 
機関名・研究者名：横浜市立大学・西村善文 
分担研究内容：クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因

子の構造生物学 
 
 
１．総評 
分担研究者に関するマネジメントとして、プラスミドの供与だけでなく、今後機

能解析での密接な連携体制が構築されることが期待される。論文の質と数に関して

はやや不十分であると判断されるが、産業界や社会への接点持つべく努力をしてい

ることは評価できる。特に、産業界への技術移転の努力も注目したい。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 本格的に真核細胞にてクロマチン上での遺伝子発現制御機構を構造的に解明する

ことを目指して、複数の論文に発表しており、おおむね優れていると評価される。

分担研究者との PDＢ登録数、論文数は委託された金額に比して少ない。特に、

PAD4 に関する成果は、特許出願は別として論文からは明確に判断できないという

意見があった。 
 
 
３．研究体制について 
分担機関との密な共同研究により優れた成果をあげていることから、概ねよく組

織された研究体制であると評価される。一方では、分担研究者については、プラス

ミドの供与だけでなく、機能解析の点でより密な連携体制があってもよかったので

はないかとの意見があった。 
 
 
４．今後の展望について 
 社会への還元を目指した努力が行われていることから、今後の展望についてはお

おむね期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明分野：Ａ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：クロマチン上での基本転写因子、転写制御因子、ヒストン修飾因子の構

造生物学 
代表機関名：横浜市立大学 
機関名・研究者名：富山大学・大熊芳明 
分担研究内容：基本転写因子 TFIIE とそれと相互作用するタンパク質群 

 
 
１．総評 
 代表機関と明確に役割分担をし、当初計画されていた研究が進捗している。 
論文数は評価できるが、インパクトのある論文があるとよい。なお、製薬企業との

共同研究が実現することを期待するとの意見もあった。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 役割分担が明瞭で、当初計画されていた研究が進捗しており、おおむね優れてい

る。 
 
 
３．研究体制について 
 代表機関とは構造と機能解析で研究内容を棲み分けながら連携を保っており、体

制はおおむねよく組織されているが、プラスミドの供与だけでなく、生化学的解析

や機能解析において、代表研究者と協力すべきであるとの意見があった。 
 
 
４．今後の展望について 
 代表研究者との共同研究による TFIEa とサブユニットとの複合体に関する成果を

はじめ、順調に成果だしていることから、今後の展開はおおむね期待できるが、よ

りインパクトのある成果に向けて努力を必要とするという意見もあった。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明分野：Ａ５（機関の評価） 
課題名：新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：大阪大学・岡村康司 
分担研究内容：新規膜電位センサー蛋白群の構造と機能の解明 

 
 
１．総評 
本研究課題は、膜電位変化のトランスダクションメカニズム解明を目指し、

Voltage-Sensitive Phosphatase (VSP)とVoltage Sensor Only Protein (VSOP)とい

ったタンパク質群を標的として、その構造と機能の解析を行うものである。日本発

のオリジナルな研究であること、またこうした構造解析が、電位センサータンパク

質の機能研究を活性化しつつあることは評価できる。 
タンパク質の全長分子の構造決定は困難が伴い、大きな賭けでもある。その観点

からは現在の進捗状況は一定程度予想されたという側面もある。ただし、目標が全

長分子の構造決定にあったのであれば、目標達成までにはまだ時間がかかると判断

される。 
総合的には、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、優れていると評価でき

る。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

PDB 登録数は７個と一見多くみえるが、リガンドが異なる複合体で占められてお

り、新規のタンパク質の構造決定数としては多くはない。中間評価段階で PTEN 様

ドメインの結晶構造解析によりこの部分の３次元構造を解明していたが、現段階で、

VSP、VSOP ともに全長の結晶化が完了しておらず、目標を期限内にどこまで達成

できるかやや疑問が残る。 
 
 
３．研究体制について 
分担機関がないが、他のグループとの共同研究は積極的に行っている。研究参画

者達は、同一の代表機関内で地理的に連携が可能な体制にあるが、構造解析と機能

解析グループの連携に関する中間評価の指摘が十分に生かされたとは未だ言い難い。 
 
 
４．今後の展望について 

目標が全長分子の構造決定にあるならば、今後かなりの時間が必要と判断される。

中間評価において、電位変化が PTEN 様ドメインの活性化やプロトン透過性をどの

ようにして制御するかを明らかにするストラテジーを明示するようにとの指摘があ

ったが、その点に関する疑問は解消されていない。 
応用研究・社会還元までの道のりはさらに長い。疾患治療への応用への道が拓け

る可能性があるかどうか、医学的意義をもう少し検討すべきである。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ６（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 
代表機関・代表研究者 ：高エネルギー加速器研究機構・若槻壮市 

 
 
１．総評 
対象としている細胞内現象は複雑であり、重要な研究分野であるが、簡単には目

標通りの成果が出ないことが推測される。共通性・汎用性の高い基盤的な技術開発

の観点からは代表研究者の貢献は大きいが、成果の橋渡しの可能性は楽観できない

と判断される。 
代表機関及び分担機関間の情報共有・連携体制はおおむね妥当であり、多くの研

究者と共同研究を展開している点は評価できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
小胞輸送に関し優れた研究成果を上げているが、構造解析に比較し機能解析がや

や遅れている。PDB 登録数、論文発表件数は多いが、決定された分子種の数として

はそれほど多いことはない。また構造決定されたタンパク質の機能が分散している

と判断される。小胞輸送の制御は課題名にもあるようにタンパク質複合体が主役で

あり、簡単には目標通りの成果が出ないことが推測されるが、研究目標により集中

することにより、機能的に重要な蛋白質複合体の構造決定数が増えた可能性もある。 
 
 
３．研究体制について 
分担機関はそれぞれ対応する分野で実力のあるグループであり、代表機関及び分

担機関間の情報共有・連携体制はおおむね妥当である。しかし、タンパク質の発現、

調製等立体構造解析に向けたより緊密な連携がさらなる成果につながることを期待

する。 
 
 
４．今後の展望について 

植物の基礎研究は、長期的視点からは社会還元につながることが期待できる。 
しかし、植物と酵母のタンパク質がターゲットの本研究が、創薬・抗がん剤の開

発に直接的に橋渡しできるとは楽観できない。産業的観点からは本研究は植物の塩

耐性機構に関連するとの目標もあるが、早急な技術移転は可能ではないと判断され

る。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ６－Ａ（機関の評価） 
課題名：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：高エネルギー加速器研究機構・若槻壮市 
分担研究内容：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 

 
１．総評 
おおむね順調に進捗しており、小胞輸送に関して、優れた研究成果を上げている

が、構造解析に比べ機能解析がやや遅れていると判断される。 
共通性・汎用性の高い基盤的な技術開発の観点からは代表研究者の貢献は大きく、

PDB 登録数、論文発表件数は多いが、決定された分子種の数としてはそれほど多く

ないと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

PDB 登録数、論文発表件数が多いことは評価できる。しかし、決定された分子種

の数としては多いことはなく、投入された資金に見合うインパクトのある成果を終

了までに期待する。 
 
 
３．研究体制について 
研究体制は、おおむね妥当であるが、タンパク質の発現、調製等立体構造解析に

向けたより緊密な連携が可能であったと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 

すでに化合物ライブラリーによる探索を行っており、もし低分子化合物が発見さ

れれば、さらに化学生物学的研究に発展できる。社会還元という点では、直接的に

橋渡しできるとは楽観できず、努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ６－Ｂ（機関の評価） 
課題名：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：東京大学・中野明彦 
分担研究内容：酵母と高等植物におけるゴルジ体形成ならびにポストゴルジ交

通・エンドサイトーシスの分子機構解析 
 
 
１．総評 
機能解析の観点からは優れた成果を出しているが、本課題で期待されている構造

解析に向けた貢献は多いとはいえないと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
植物生理の基礎科学的解明として、着実な成果を上げている。 

 
 
３．研究体制について 
タンパク質の発現、調製等立体構造解析に向けたより緊密な連携が求められる。 

 
 
４．今後の展望について 

本質的に基礎科学の観点から評価されるべき提案研究であり、産業的観点の技術

移転については早急な成果は期待するべきではないと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ６－Ｃ（機関の評価） 
課題名：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：京都大学・中山和久 
分担研究内容：細胞機能の調節における小胞輸送の役割の分子基盤解析 

 
 
１．総評 
機能解析の観点からは着実な成果を出しているが、本課題で期待されている構造

解析に向けた貢献は少ないと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
基礎科学的研究として、着実な成果を上げている。 

 
 
３．研究体制について 
構造解析とのより緊密な連携が求められる。 

 
 
４．今後の展望について 

本質的に基礎科学の観点から評価されるべき提案研究であり、社会還元されるま

での道のりは遠いと判断される。産業的観点の技術移転については早急な成果は期

待するべきではないと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ６－Ｄ（機関の評価） 
課題名：小胞輸送を制御するタンパク質複合体の構造機能解析 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：東京大学・佐藤健 
分担研究内容：酵母における小胞体からの輸送小胞形成機構の解析 

 
 
１．総評 
当初の目標から大幅に遅れている。終了時までにいくつかは達成されていること

が期待される。主として手法の開発であるので、本課題への貢献は高いと判断され

るが、分担研究者自身の発表論文数は少ない。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
主としてイメージング手法の開発であるので、本事業への貢献は高いと判断され

るが、発表論文数は少ない。 
また、成果とされる COPII 小胞形成の１分子レベルの可視化と構造との関連性が

明瞭ではない。 
 
 
３．研究体制について 
構造解析グループとの情報共有・連携に改善の余地があると判断される。 

 
 
４．今後の展望について 

本質的に基礎科学・技術開発の観点から評価されるべき研究であり、産業的観点

の技術移転については早急な成果は期待するべきではないと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ７（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 
代表機関・代表研究者 ：神戸大学・匂坂俊明 

 
 
１．総評  
細胞接着装置構成タンパク質の構造と機能に関する研究について、多くの優れた

研究成果を上げた。構造解析は、X 線結晶解析のための結晶化の段階で困難に面し

ているが、電子顕微鏡単粒子解析とNMR については、ほぼ順調に成果を上げている。

今後は、X 線結晶解析とNMR による高解像度の解析をさらに進展させる必要がある。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
ネクチン-アファディン系とネクチン様分子の機能解析、カドヘリン-カテニン系の

機能解析及びクローディン-ZO タンパク質系の機能解析について多くの成果を得た。

さらに、トモシンの機能解析が進展し、新しい神経伝達物質放出機構の提案につな

がったこと等、機能解析の面では優れた成果を上げている。このように、機能解析

グループ全体の研究成果は優れている一方で、代表研究者自身による貢献が顕著で

はない。 
構造解析の面では、ネクチンの細胞外ドメインの大量発現を達成した。ネクチン

とカドヘリンの細胞外領域全長の電子顕微鏡単粒子解析を行った。クローディンの

大量精製系を確立、安定同位体標識試料を調製しNMR データを取得した。PDZ ド
メイン中、リン脂質結合部位を決定した等の成果はあるものの、機能解析と比較す

れば、構造解析したタンパク質の数が十分とは言えない。 
 
 

３．研究体制について 
機能解析グループ（分子生物学・生化学グループ）がタンパク質の大量発現・精

製を行い、構造生物学グループが結晶化や電子顕微鏡試料調製等を行っている点で、

実施課題内の連携は効果的に行われている。構造解析グループと機能解析グループ

の情報共有・連携も行われているが、構造解析があまり進展していないことから、

両グループの連携による効果が明確ではない。なお、代表研究者の共同研究体制が

不明瞭であるとの意見もあった。 
 
 
４．今後の展望について 

機能解析と構造解析の連携の成否は、顕微鏡解析を機能の成果にどのように結び

付けるかが、決め手となる。それぞれの分担者が成果を上げており、構造解析につ

いては、X 線、NMR 等による高解像度の解析の進展により、今後さらに優れた成果

を上げる可能性が高い。本来、社会還元にはつながりにくい分野であるので、それ

を目指す場合にはアプローチの変更が必要になると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ７－Ａ（機関の評価） 
課題名：細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 
代表機関名：神戸大学 
機関名・研究者名：神戸大学・匂坂敏朗 
分担研究内容：細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 

 
 
１．総評 
 ネクチン細胞外部分の X 線構造を得るなど、顕著な成果を上げている。一方で、

当初の目標に比して、構造決定されたタンパク質が多くはないと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 細胞接着の機能解析においては多くの成果を上げ、論文発表も多数行っている。

当初の目標が過大であったこともあるが、構造解析についてさらなる進捗が期待さ

れる。 
 
 
３．研究体制について 
 細胞接着に関わる困難な研究対象に合わせて、X 線解析、NMR、電子顕微鏡など

多様な研究手法を組み合わせて用いた点は高く評価できる。一方で、さらに踏み込

んだ連携体制が構築できる可能性もあった。 
 
 
４．今後の展望について 

本研究は、がん、循環器疾患、神経疾患に関連する細胞接着に焦点を当てている。

展望としては、それら疾患における細胞接着の関与を明らかにすることが期待され

る。すでに、端緒はつかみつつあると判断されるが、社会還元を目指すならば、明

確な取り組みが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ７－Ｂ（機関の評価） 
課題名：細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 
代表機関名：神戸大学 
機関名・研究者名：大阪大学・鈴木守 
分担研究内容：ネクチン－アフィディン系の構造生物学的研究 

 
 
１．総評 
 ネクチン細胞外部分の X 線解析における貢献は特筆すべきであるが、PDB 登録数

から、タンパク質複合体として構造解析されたものが数少ないと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 全体的に、当初の目標に比べて遅れていると判断される。FAT-Dachsous の構造

解析など今後顕微鏡解析において進捗することが期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 代表機関（大阪大学）が担当している結晶 X 線解析と顕微鏡との連携があまり明

確でない。一方で、他機関との連携は一定程度行われていることは評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 

ネクチンの構造解析は継続されているので、今後の成果が期待できる。がんなど

の疾病に関わる細胞接着機構の解明には多少の時間を要すると判断されるが、重要

な研究分野であり、本研究課題の成果が生かされる可能性は高い。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ７－Ｃ（機関の評価） 
課題名：細胞接着装置構成タンパク質の構造生物学的研究 
代表機関名：神戸大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・竹市雅俊  
分担研究内容：カドヘリン－カテニン系の構造生物学的研究 

 
 
１．総評 
 カドヘリンの研究のうち、特に FAT および Dachsous カドヘリンに関する成果は

顕著であり、本分担研究者の特徴的成果であると言える。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 カドヘリンファイミリーの機能解析においては顕著な成果を上げている。一方で、

立体構造解析については電子顕微鏡によって行われており、原子レベルでの構造解

析を進めることを期待する。 
 
 
３．研究体制について 
 代表機関である大阪大学の電子顕微鏡グループとの連携を深化している。ネクチ

ンなど他の接着タンパク質との分担も良好であると判断できる。 
 
 
４．今後の展望について 

カドヘリン研究は重要であり、方法論も発展してきているので今後の成果が期待

できる。一方で、がんなどの疾病に関わる細胞接着機構の解明には多少の時間を要

すると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ａ８（機関の評価） 
課題名：直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的 NF-κB 活性化機構 
代表機関・代表研究者 ：大阪大学・岩井一宏 
機関名・研究者名：大阪大学・岩井一宏 
分担研究内容：直鎖状ポリユビキチン鎖による選択的 NF-κB 活性化機構 

 
 
１．総評 
研究代表者が世界に先駆けて同定した、直鎖状ポリユビキチン鎖を選択的に生成

する LUBAC ユビキチンリガーゼ複合体による選択的 NF-κB 活性化機構について順

調に研究が進められている。 
構造解析に関しては、LUBAC 複合体を構成する HOIP に存在する３つの Zink 

Finger (ZF, NZF1, NZF2)を含む領域が NEMO との結合に関与することを明らかに

し、若槻グループが NZF1 と NEMO との共結晶構造を決定した。機能解析に関し

ては、ユビキチンを識別する HOIP の結合部位の候補の同定、直鎖状ポリユビキチ

ン鎖生成阻害剤４種の同定、LUBAC の新規構成成分 SHARPIN の同定とそれによ

る LUBAC 安定化機構の解明を成し遂げている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
分担研究者がいない中、公募時に求められていた若槻グループ（解析拠点）、横

山グループ（生産拠点）、長野グループ（制御拠点）と適切に連携して研究が進め

られ、成果を上げている。 
 
 
３．研究体制について 

LUBAC の同定は日本発の研究成果であり、その阻害薬はアレルギーやがんなど

の治療薬となる可能性があり、今後の一層の発展が期待できる。新たに同定された

SHARPIN を含め、構造解析すべき課題が数多くあり、これらも今後の重要な課題

であり、成果が期待される。 
 
 
４．今後の展望について 

研究代表者が世界に先駆けて同定した、直鎖状ポリユビキチン鎖を選択的に生成

する LUBAC ユビキチンリガーゼ複合体による選択的 NF-κB 活性化機構について順

調に研究が進められている。  
新たに SHARPIN を同定し、一流紙に論文発表するなど、開始後２年弱であるに

もかかわらず、すばらしい成果を上げている。しかし、現時点では構造解析の成果

は必ずしも十分ではなく、今後も他のグループとの連携により成果のさらなる蓄積

を期待する。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤 
代表機関・代表研究者 ：東北大学・山本雅之 

 
 
１．総評 

Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC）と Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶

構造解析、全長 Keap1 二量体の電子線単粒子解析及び Keap1 複合体の新規構成因

子 p62 と Keap1-DC との複合体結晶構造解析に成功した。また、MafG 二量体と標

的 DNA 複合体の結晶構造解析を行い、Maf の特異的 DNA 結合機構を解明した。さ

らに、肺がん患者における Keap1 あるいは Nfr2 の変異が抗がん剤耐性を引き起こ

すことを明らかにし、耐性克服のために Nrf2-Maf 転写因子阻害剤の開発について

も研究が進められた。また、オートファジー不全により蓄積する p62 によって Nfr2 
が活性化される機構を明らかにしている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
機能解析担当である代表研究者のリーダーシップの下、構造研究グループと良く

連携して研究が進めており、代表研究者のマネジメントは適切に行われている。ま

た、他のグループ（田中啓二グループ、長田裕之グループ、長野哲雄グループ）と

の連携も積極的に行い、成果を上げている。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題により、生体防御センサー機構及び生体防御酵素群の転写活性化機構

が、構造と機能の面から解明されることが期待される。Nrf 生体防御系は正常細胞

では生体防御に働くが、がん細胞ではがん細胞を抗がん剤から守る方向に働く。し

たがって、本研究課題の進展は健康増進薬の開発と同時に新しいがん治療薬（抗が

ん剤の効果を増進する）の開発につながることが期待される。 
 
 
４．今後の展望について 

生体防御応答の中核をなす Keap1-Nfr2 系による酸化ストレス感知及び Nfr2-Maf 
による DNA 配列認識と転写活性化の分子機構に関し、構造解析研究と機能解析研

究が極めて適切に行われている。また、Nrf2 阻害剤のスクリーニングも進めており、

成果が得られつつある。   
Keap1-Nfr2 系による酸化ストレス感知の分子機構の解明には Keap1 と Nrf2 の

複合体の解析が重要であり、また電子線単粒子解析については、その分解能を一層

高めることを期待する意見もあった。成果の論文発表は十分に行われているが、知

財取得の取り組みが見られない。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤 
代表機関名：東北大学 
機関名・研究者名：東北大学・山本雅之 
分担研究内容：発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造

基盤 
 
 
１．総評 

Keap1 の Nrf2 結合ドメイン（Keap1-DC）と Nrf2 由来 DLG ペプチドの共結晶

構造解析、並びに Keap1 複合体の新規構成因子 p62 と Keap1-DC との複合体結晶

構造解析に成功した。また、MafG 二量体と標的 DNA 複合体の結晶構造解析を行い、

Maf の特異的 DNA 結合機構を解明した。   
さらに、肺がん患者における Keap1 あるいは Nfr2 の変異が抗がん剤耐性を引き

起こすことを明らかにし、耐性克服のために Nrf2-Maf 転写因子阻害剤の開発につ

いても研究が進められた。また、オートファジー不全により蓄積する p62 によって

Nfr2 が活性化される機構を明らかにしている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 

２．研究の進捗状況について 
構造研究グループと適切に連携して研究が進められており、また、他のグループ

（田中啓二グループ、長田裕之グループ、長野哲雄グループ）との連携も積極的に

行い、優れた成果を上げている。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題により、生体防御センサー機構及び生体防御酵素群の転写活性化機構

が、構造と機能の面から解明されることが期待できる。Nrf 生体防御系は正常細胞

では生体防御に働くが、がん細胞ではがん細胞を抗がん剤から守る方向に働く。し

たがって、本研究課題の進展は健康増進薬の開発と同時に新しいがん治療薬（抗が

ん剤の効果を増進する）の開発につながる可能性があると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 

生体防御応答の中核をなす Keap1-Nfr2 系による酸化ストレス感知及び Nfr2-Maf 
による DNA 配列認識と転写活性化の分子機構に関し、構造解析研究と機能解析研

究が極めて適切に行われてきている。また、Nrf2 阻害剤のスクリーニングも進めら

れ、成果が得られつつある。さらに、オートファジー不全により蓄積する p62 によ

って Nfr2 が活性化される機構を明らかにしている。成果の論文発表は十分に行われ

ているが、知財取得の取り組みが見られない。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤 
代表機関名：東北大学 
機関名・研究者名：産業技術総合研究所・佐藤主税 
分担研究内容：生体防御系センサー複合体の電子線単粒子解析 

 
 
１．総評 
生体制御センサーである Keap1 の全長の電子線単粒子解析に成功し、Keap1 が２

量体よりなる擬似２回対称分子であり、全体としてサクランボ様の形であることを

明らかにした。このことにより、２量体 Keap1 の２つの DC ドメインが非対称に並

ぶ Nrf2DLG/ETGE サイトを同時認識できることを示した。X 線構造解析のグルー

プとともに、「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基

盤」研究の目標達成に適切に貢献している。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

X 線構造解析グループと共に、「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御

系センサーの構造基盤」研究の構造解析の任を適切に果たしている。 
 
 
３．研究体制について 
全長 Keap1-Cul3-Roc1 ユビキチンリガーゼ複合体などの電子線単粒子解析により、

「発癌性物質や酸化ストレスに応答する生体防御系センサーの構造基盤」研究の構

造解析に今後も大きな貢献をすることが期待できる。電子線単粒子解析の分解能を

一層高めることを期待する意見もあった。 
 
 
４．今後の展望について 

生体制御センサーである Keap1 の全長の電子線単粒子解析に成功し、Keap1 が 2
量体よりなる擬似 2 回対称分子であり、全体としてサクランボ様の形であることを

明らかにし、X 線構造解析のグループとともに、「発癌性物質や酸化ストレスに応

答する生体防御系センサーの構造基盤」研究の目標達成に適切に貢献し、分担研究

者としての任を果たしている。優れた論文発表が 1 報あるが、5 年間の成果として

はやや不十分と言える。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ２（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 
代表機関・代表研究者 ：大阪大学・阿久津秀雄 

 
 
１．総評 
 ターゲットとするタンパク質の性状から、その構造と機能を解析することは容易

ではなく、そのための技術開発は不可欠であることは十分理解できる。本課題によ

り「２．研究の進捗状況について」に記載したように有用な方法の開発に成功した。

しかし、一方では技術開発へのエフォートが大きな比重を占め、機能解明に向けた

アプローチが十分な成果をもたらすに至っていないことから、代表機関のマネジメ

ントの適性を疑問視する意見もあった。一方で、ペプチドの化学合成と相まって、

膜タンパク質研究のための方法論の開発は必要であることから、今後若手によるこ

の分野を継承することは重要である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは特段優れているとは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 機能発現のために回転という構造変化を伴う、タンパク質をターゲットとしてい

るため、構造解析に必要な技術開発が先行している。タンパク質の調整法、ラベル

法あるいは合成法等を開発しており、今後の解析に有用であると評価できる。しか

し、それを利用した機能解析に向けた成果や進捗状況は、論文発表数、決定された

構造数あるいは特許数からみると、十分とは言えない。  
一方では、技術開発へのエフォートが進捗を送らせた原因との指摘もあった。 

 
 
３．研究体制について 
 技術開発の比重が大きく、提案研究内容に向けた効率的な展開と連携に必ずしも

結びついていない。分担機関の中には、PDB 登録数、論文発表数、特許出願数がゼ

ロという報告が見受けられる。マネジメントの適切性に関しての疑問が指摘された。 
 
 
４．今後の展望について 
 NMR による構造解析として優れた成果を上げ、技術面での貢献は評価される。実

際、様々な形で他分野あるいは社会還元されていると判断される。しかし、提案さ

れている重要課題の解明に向けてはまだまだ距離がある。また、提案されている疾

患への橋渡しの可能性や、短期的な産業応用は楽観視できる段階にはないと判断さ

れる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ２－Ａ（機関の評価） 
課題名：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：大阪大学・阿久津秀雄 
分担研究内容：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 

 
 
１．総評 
 困難な研究課題に取り組んでいる姿勢は評価できる。また、本課題解明に迫るた

めの基盤整備や技術確立は進展しているが、構造解析での成果には至っていない。

ターゲットとしたタンパク質の性状から、進捗が遅れることはやむを得ないが、論

文は妥当な数が発表されているものの、インパクトに欠けるとの意見があった。こ

の分野は将来とも必要性が高いので、課題について再評価が必要である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 必要な試料の調整法や固体 NMR 解析法の開発等本研究課題に向けた技術開発は

十分な進捗を示しており、本プロジェクトにふさわしい。しかし、一方では、それ

らを用いて解析した構造に関するデータは複数の論文として発表しているものの、

十分に進展しているとは言い難い。 
 
 
３．研究体制について 
 研究体制は、優れているとの評価がある一方、平成 22 年度から加わった分担機関

との接点が希薄であると判断されるため、十分とは言い難いとの評価もあった。 
 
 
４．今後の展望について 
 試料の調製も整ってきているので、困難な課題に取り組んでいる姿勢も勘案して、

おおむね期待できるとの評価である一方、よりインパクトの高い成果に向けての努

力が必要であるとの意見もあった。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

43



 
基本的な生命の解明：Ｂ２－Ｂ（機関の評価） 
課題名：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：京都産業大学・吉田賢右 
分担研究内容：H+-ATP 合成酵素膜内在 Fo の機能構造と不正規構造の固体 NMR

による解明評価 
 
 
１．総評 
 担当したタンパク質の発現や調整は困難であり、進捗が遅れることはやむを得え

ないが、発表論文や PDB 登録がないため、かなりの今後の努力が必要である。この

分野は将来とも必要性が高いので、課題についての再評価も必要である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 進捗状況論文発表や構造決定の登録がないことから、この分野のパイオニアでは

あるが、十分とは言えない進捗状況である。 
 
 
３．研究体制について 
 研究のマネジメントに問題があったか否かは判断できないが、成果を見る限りは、

十分とは言い難い。 
 
 
４．今後の展望について 
 本来基礎科学の観点で評価されるべきターゲットであるが、今回の成果を見る限

り、努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ２－Ｃ（機関の評価） 
課題名：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：北海道大学・出村誠 
分担研究内容：エネルギー変換関連膜蛋白質ロドプシンへの固体 NMR 解析法の

適用 
 
 
１．総評 
 膜貫通蛋白質やペプチドの構造解析は難しい課題であるが、それを考慮しても、

十分な成果がみられなかった。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造の登録数、論文発表数ともに十分とは言い難い。 
 
 
３．研究体制について 
 理研及び阪大と共同研究を施行することにより、目的とする試料調製技術開発の

改良に努めており、研究の体制形成は考慮されている。 
 
４．今後の展望につい 
 固体 NMR 解析に向けた試料調整技術の確立は、論文発表からも充分とはいえず、

今後の展望については、努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ２－Ｄ（機関の評価） 
課題名：ATP 生産関連膜蛋白質系の構造と機能解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：兵庫県立大学・吉川信也 
分担研究内容：ミトコンドリア呼吸の作用機序の全容の解明を目指す高分解能立

体構造解析と機能解析 
 
 
１．総評 
 本研究グループでの参加は平成 22 年度であり、成果は平成 19 年度から平成 21 年

度まで実施された「ミトコンドリア呼吸の作用機序の全容の解明を目指す高分解能

立体構造解析と機能解析」の成果を含んでいるため、本分担機関単独の評価は適切

でないとする意見が多かった。本機関において、２つのターゲットが提案されてい

るが、目標とされる水準に達していない。これらの内容を踏まえて考えれば、本研

究課題の進捗状況及び得られた成果は、十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 分担機関としての参加期間が短いため、適切な評価は困難であるが、本分担機関

での進捗状況としては優れていると評価できる。 
一方で、本分担機関で、2 つのターゲットが提案され、後者（チトクロム酸化酵

素）に関しては明確な進歩がみられるが、まだ目標が実現していない。また、前者

（F0F1ATPase）に関しては、2 次元結晶化に成功したが、目標とされる原子レベ

ルの解析には到達していないと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 平成 22 年度の参加の体制としては、本課題の他のグループと緊密な連携ができて 
いると評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 本課題グループ中での役割が適切であり、これまでの研究背景からおおむね期待

できると評価できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白 の構造、機能の解明 
代表機関・代表研究者 ：京都大学・岩田想 

 
 
１．総評 
バクテリア型V-ATPase を構成するタンパク質や複合体のX 線結晶構造解析が顕

著に進捗した。機能解析においても、ATP 合成活性の測定法の確立や1 分子測定系

による酵素反応過程の詳細な解明がなされ、特異的阻害剤のスクリーニングも順調

に進められている。一方で、本研究課題の目標である「創薬に繋げる」ためには、

さらに目標設定を明確したアプローチが必要である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 

 
２．研究の進捗状況について 
細菌由来 V-ATPase の X 線結晶構造解析において顕著な成果を上げた。また、V-

ATPase の各サブユニットや複合体の結晶化も進んでおり、構造解析の見通しが得

られている。機能解析においてもある程度の成果を得ている。ATP 合成活性測定系

を確立した。特異的阻害剤の探索においても、小分子による阻害機構を明らかにし、

化合物ライブラリーからのスクリーニング等を駆使して、ヒット化合物を得ている。

PDB の登録数も多く、論文発表も引用度の高い雑誌を多数含んでいる。また、技術

開発研究においても顕著な貢献があった。 
 
 
３．研究体制について 
京都大学（代表機関）構造解析グループと、分担機関である理化学研究所の機能

解析グループは、適切な連携の下に、研究を推進している。また、これらのグルー

プ間及び静岡県立大学の合成グループとの間でも情報交換、情報共有は図られてい

る。さらに、タンパク生産（理化学研究所：横山茂之グループ）、in silico スクリ

ーニング（理化学研究所：田仲昭子グループ）、化合物ライブラリー（東京大学：

長野哲雄グループ）など、プログラム内部の技術開発グループとの連携も活発に行

われている。 
 
 

４．今後の展望について 
バクテリア型V-ATPase のサブユニットや複合体の構造解析、反応機構解析及び

特異的阻害剤のスクリーニングがいずれも順調に進められているが、骨粗しょう症

などの治療に向けた阻害剤開発のためのヒト型V-ATPase の構造・機能解析に関す

る成果が比較的少ない。医薬品開発に発展させるためにはヒト型V-ATPase の研究

がより重要となる。今後の展望としては、ヒト型V-ATPase へのアプローチ及び阻

害剤候補化合物合成グループ間の連携を強化する必要がある。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：京都大学・岩田想 
分担研究内容：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 

 
 
１．総評 
 創薬との関連で重要な細菌由来 V-ATPase の構造解析において顕著な成果を上げ

た。また、ヒト由来 V-ATPase についても大きな進歩をもたらした。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 細菌由来 V-ATPase の部分的な構造解析に成功し、さらにヒト V-ATPase につい

ても一部結晶化を行っている。また、機能解析においても ATP 合成活性の測定法の

確立や、一分子測定系の開発などに成功している。さらに、分担研究者と共同で V-
ATPase の阻害剤の探索を進め、共結晶の構造を明らかにした。 
 
 
３．研究体制について 
 多くの分担研究者と協力することによって顕著な成果につなげているので、研究

体制は優れていると評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 

膜タンパク質の構造情報が集積しているため、今後創薬などの社会還元につなが

ることが期待される。また、抗体作成についても顕著に発展しているため、今後の

膜タンパク質研究に資することが期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・村田武士 
分担研究内容：V-ATPase の発現精製と機能解析 

 
 
１．総評 
 細菌由来の V-ATPase の広範な構造解析に成功した。また、主に共同研究によっ

て本タンパク質の機能解明も進めた。論文数と PDB 登録は顕著に多い。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析において特に研究進捗が顕著であった。機能解明においても、化合物ラ

イブラリー及び分担機関の静岡県立大学において合成した化合物を利用して優れた

成果を上げた。 
 
 
３．研究体制について 
 代表研究者と密接に共同研究を行っているが、両者の役割分担を明確すべきであ

る。 
 
 
４．今後の展望について 
 本研究によって、V-ATPase を基盤として、創薬研究が加速される可能性がある

と判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ｃ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：静岡県立大学・菅敏幸 
分担研究内容：特異的阻害剤の開発 

 
 
１．総評 
 多くの阻害剤の合成に成功し、なかには非常に強力な阻害活性を示すものも含ま

れている。また、抗がん剤としても期待されている V-ATPase 特異的阻害剤

palmerolide の合成においても顕著な進展を遂げている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 V-ATPase の特異的阻害物質の合成研究において、強力な活性体を調製した。こ

れによって当初の目的である共結晶化に適した阻害の合成に成功しており、進捗は

良好である。 
 
 
３．研究体制について 
 分担研究者とも緊密に連絡をとっており、また、本分担研究者の研究室のメンバ

ーの協力を得て、労力と時間を要する化合物ライブラリーの調製を高い効率で成し

遂げている。 
 
 
４．今後の展望について 

調整した阻害剤は強い親和性を有しており、創薬などの社会還元につながること

が期待される。今後は、合成化学者のプロジェクトへの参加数を増やして自由自在

に阻害剤などをデザインし、化合物ライブラリーと協働して創薬研究に結び付ける

ことが最重要課題の一つである。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ｅ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：京都大学・加藤博章 
分担研究内容：ATP 駆動性輸送体の構造、機能の解明 

 
 
１．総評 
 好熱性真核生物由来の ABC トランスポーターの構造解析に成功した。また、本タ

ンパク質の機能を評価する系を立ち上げた。ただし、論文数と PDB 登録数は多いと

はいえない。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 ATP 駆動性輸送体として真核生物由来の膜タンパク質 ABC トランスポーターの

構造解析に成功した。また、本タンパク質の機能を評価するために、基質排出活性

及び基質特異性を測定する方法を確立した。ペルオキシソーム膜タンパク質につい

ては進捗状況が定かではない。 
 
 
３．研究体制について 
 本プログラムの平成 19 年度から平成 21 年度まで実施された「膜タンパク質結晶

化の革新的支援法の開発」における技術を継承しており、その間の研究の連続性は

良好である。ただし、本課題全体における本分担研究者の関与が明確でない。 
 
 
４．今後の展望について 
 平成 19 年度から平成 21 年度まで実施された「膜タンパク質結晶化の革新的支援

法の開発」で検討した GFP 結合タンパク質を用いた結晶化の判別方法や、大量調製

法は将来役立つ技術であると判断される。  
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ｆ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：東京大学・浜窪隆雄 
分担研究内容：輸送体膜蛋白質のＸ線結晶構造解析に必要な構造認識抗体の作製 

 
 
１．総評 
 膜タンパク質の結晶化に有効な抗体の作製において顕著な貢献をした。特に、V-
ATPase の各サブユニットに対する抗体は、本課題の研究に役立てた。ただし、研

究の内容および性質上、研究期間を考慮するとやむを得ない面があるが、論文発表

などが少ない。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 抗体作製については、多数のクローンを得ており予定通り進捗している。しかし、

一部の大量精製を除き、抗体の性状解析は十分とは言えない。それらを含め研究成

果の公表についての努力も奨励する。 
 
 
３．研究体制について 
 特に代表機関との共同研究が緊密に行われている。役割分担も明解である。 
 
 
４．今後の展望について 
 膜タンパク質結晶化の基本的技術の一つであり、本分野の発展は社会還元につな

がる可能性が高いと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ４－Ｇ（機関の評価） 
課題名：創薬に繋がる輸送体膜蛋白質の構造、機能の解明 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：京都産業大学・横山謙 
分担研究内容：T. thermophilus V-ATPase の構造・機能解析 

 
 
１．総評 
好熱菌の V-ATPase のサブユニット A3B 複合体の構造解析を進めた。また、一分

子観測系の改良を進めることによって、より詳細な機構解明につなげた。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 ATPase 全体の構造解析には至っていないが、好熱菌由来 ATPase の触媒部分の

X 線結晶構造を明らかにし、顕著に進捗している。また、阻害剤の結合部位を明ら

かにした。 
 
 
３．研究体制について 
 特に本課題の代表機関である京都大学や東京大学との連携が緊密に行われた。研

究手法の共有という点で、本プロジェクト研究が役立った好例である。 
 
 
４．今後の展望について 
 V-ATPase の構造と機能の解明は、創薬などの社会還元につながる可能性が高い。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明  
代表機関・代表研究者 ：東京大学・濡木理  

 
 
１．総評 
 当該分野の日本のリーダー的グループであり、高い水準の成果を発表しており、

本事業の成果は高く評価できる。分担研究者を含め、課題全体が優れた成果を上げ

ており、費用対成果は十分なものと認められる。したがって、本プログラムにおい

て最も優れたグループと判断される。PDB 登録数、論文発表数も十分な成果と評価

できる。研究体制は本プログラムにおいても最適な構成になっている。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 目的とした RNA と複合体を形成するタンパク質の結晶化にも成功し、目標に向け

ての達成率は高いと評価できる。研究の進捗状況・成果・論文発表・特許件数のど

れをとっても素晴らしい成果であり、当初の目的を十分に達成している。 
 
 
３．研究体制について 
 機能面、技術面、構造面で、各機関での役割分担が明確である。その上での連携

はスムーズかつ密接に行われていることが認められる。代表機関及び分担機関の間

の情報共有・連携体制は妥当なものと判断される。特に、最近の塩見グループと濡

木グループの連携は将来の成果を期待させるものである。 
 
 
４．今後の展望について 
 創薬への発展を期待したいが現在のところ特許出願がない。しかし、ツールの開

発を思考した提案がされているわけではなく、達成目標は基礎的側面が強調されて

いる。一方、本研究領域は比較的新しく、本課題の成果発表から多くの情報を生物

学等の研究者に提供することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５－Ａ（機関の評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・濡木理 
分担研究内容：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 

 
 
１．総評 
 輝かしい成果を上げており、本プログラムを代表する成果であると言える。基礎

科学における多大な貢献は評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PDB 登録数、論文発表数等からも大変優れた成果であると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
代表機関と分担機関の間の連携体制は妥当である。特に最近の塩見グループと構

造解析グループの連携には期待がもてる。 
  
 
４．今後の展望について 
 将来性は期待できるが、長期的視点が必要と判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５－Ｂ（機関の評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：慶應義塾大学・塩見春彦 
分担研究内容：Argonaute 蛋白質の構造－機能相関 

 
 
１． 総評 
 構造生物学とは一線を画しているが、機能解明の観点から重要な研究分野である。

全体として、機能的側面の成果が大きいと判断される。一方、後半の期間では立体

構造解析に向けた成果も出つつあり、今後の成果が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析との関連性はやや薄いが、機能的側面の成果は大きいと判断される。構

造生物学的側面の成果も出つつあり、今後の成果が期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 一般的に妥当な体制と認識する。特に、最近の構造解析グループとの連携プレイ

は高く評価される。 
 
 
４．今後の展望について 
 今後の医薬品開発研究の新しい方法論になる可能性もあるが、長期的視野で考え

るべき課題であると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５－Ｃ（機関の評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・鈴木勉 
分担研究内容：非翻訳 RNA の機能発現に必要な RNA 修飾の探索と機能解析 

 
 
１． 総評 
 日本における RNA の機能解析と構造解析の分野で多大な貢献を成し遂げている。

これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、大

変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PDB 登録数、論文発表数も十分な成果と評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 一般的に妥当な研究体制と認識する。情報の共有についても特に問題はない。 
 
 
４．今後の展望について 
 製薬会社と共同研究を進行しているとあり、進捗に注視したい。一方、基礎的成

果であり、社会還元については一般的に長期的視点が必要であると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５－Ｄ（機関の評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：北海道大学・田中勲 
分担研究内容：細胞内機能発現のための非翻訳 RNA の修飾とプロセシングの構造

基盤 
 
 
１． 総評 
 他の分担研究者に比べると、さらなる成果が期待されるが、それでも構造決定数

と論文発表数は十分であると判断される。RNA アプタマーの研究は大いに注目され

おり、今後の研究結果は期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 他の分担機関よりさらなる成果が期待されるが、構造決定数と論文発表数は十分

と判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 一般的に妥当なチーム構成である。特に、構造解析に向けて密な協力関係ができ

つつある。 
 
 
４．今後の展望について 
 tRNA の修飾塩基の生成機構について期待される結果が得られつつあり、今後の

成果に注目したい。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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基本的な生命の解明：Ｂ５－Ｅ（機関の評価） 
課題名：非翻訳 RNA による高次細胞機能発現機構の解明 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・横山茂之 
分担研究内容：非翻訳 RNA の機能発現に必要なタンパク質複合体の構造基盤 

 
 
１． 総評 
 理化学研究所における高い研究環境が生かして優れた研究成果を上げている。

PDB 登録数、論文発表数も十分な成果と評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PDB 登録数、論文発表数も十分な成果と評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 一般的に妥当な体制と認識する。情報の共有については、この分野のトップクラ

スの専門家で構成されており、特に問題はない。 
 
 
４．今後の展望について 
 基礎的成果であり短期的技術移転は難しいが、長期的には予測できない展開もあ

り得ると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～ターゲットタンパク研究（個別課題）～ 

２－２ 「医学・薬学等への貢献」分野 
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医学・薬学等への貢献：Ａ１（機関の評価） 
課題名：自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：大阪大学・石井健 
分担研究内容：自然免疫システムにおける病原体認識に関わる分子群の構造解析 

 
 
１．総評 
 TLR9 の結晶構造の解明は成功しておらず、タンパク間相互作用に関する原則的

な理解についての進展があったとは言い難い。一方、DNA ワクチンの作用機構、イ

ンフルエンザワクチンの作用機序などの研究など、課題全体の成果は全体として上

がっており、免疫応答に関する応用面での進歩は評価できる。これに構造解析の結

果が加わることでどういった新規知見が得られるのか非常に興味深い。構造解析に

関する手がかりが得られつつあると記載されており、チーム全体で乗り越えること

を期待したい。難しいターゲットの構造解析においては技術的な進歩が欠かせない

など外的な要因も多いと判断されるので、より長い期間の研究テーマとして捉えな

ければならない。本プログラム全体からのサポートを受けて残りの期間に少しでも

目的に近づけることを期待する。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析部分については、優れた成果と評価すべき部分もあるが、本来の目的を

達成できたとは言えず、十分とは言い難い。結晶構造解析は粘り強い解析が必要で

あり、期限内に目的を達成できないことはあり得ると判断されるが、可能な限りの

努力を期待する。 
 
 
３．研究体制について 
 石井グループは自然免疫成立の分子機構解析を専門としており、その部分につい

ては評価すべき成果が得られたが、当初の代表研究者である審良教授を含めて、石

井グループはマウス遺伝学を用いた解析を得意としており、結晶構造解析を担当し

ている中川グループがより主導権をもって解析を進める必要があった。 
 
 
４．今後の展望について 
 期限内に構造解析に着手できるように全力をあげることが期待される。部分構造

についての構造解析にも全力を注ぐ方針で取り組むべきである。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ２（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への

応用 
代表機関・代表研究者 ：九州大学・福井宣規 

 
 
１．総評 
 本研究課題では、DOCK2 及びその会合分子を中心に受容体刺激から Rac 活性化

に至る DOCK2 シグナルパスウェイに位置するタンパク質群の機能と構造を包括的

に解析し、その理解に立脚して DOCK2 シグナルを特異的に阻害する低分子化合物

を同定し、免疫難病の新しい治療法開発に結びつけることを目的とした。 
代表研究者の知見に基づいて適切に目標を設定し、その実現に向かってチームが

編成され、DOCK２の N 末端の SH３ドメインと ELMO の複合体、DOCK２の

DHR−２ドメインと Rac の複合体の構造解析に成功した。また好中球遊送における

DOCK２の機能解明、DOCK2 DHR-2 と Rac の相互作用，DOCK2 SH3 と ELMO
の相互作用を阻害する低分子化合物探索にも成功している。なお、これらの成果が

創薬につながるかは今後の課題である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 3 チームの連携体制が非常によく機能し、代表研究者の長年の研究成果である

DOCK2 を中心としたシグナルパスウェイの解析により、2 種類の複合タンパク質の

構造解析に成功し、また、代表研究者のグループによる機能解析結果が Science 誌

を含む論文発表として結実しており、さらに DOCK2 シグナルを阻害する低分子化

合物の発見とその作用機構が明らかとなっている。よって、全体として目標を超え

る成果を上げていると高く評価できる。 
 今後、得られた化合物が医療や創薬に結びつくターゲットになることが期待され

るが、産業界との共同研究も進行していることから、免疫難病の治療応用へと発展

することを期待する。なお、特許出願は 1 件にとどまっており、少ないように判断

される。創薬へと発展するには特許戦略を含むプロジェクトマネジメントが重要で

あり、なお一層の努力を促したい。 
 
 
３．研究体制について 
 機能解析を進めてきた代表研究者を中心に、構造解析の横山グループ、医薬品開

発の金井グループが共同研究を展開し，重要な結果に結びついた。構成メンバーの

役割分担が明瞭な構成となっており、研究チームとして連携を図りつつ、それぞれ

が得意分野で能力を発揮し、成果に結びついたことから、研究チームの構成、運営、

いずれも大変優れたものと評価できる。また、人材育成、学生教育に面も意識的に

取り組まれており、併せて高く評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 医療や創薬への成果の橋渡しについてはきっかけとなるリード化合物を見つけた

段階であり、今後、ターゲットバリデーションを進める必要があるが、これが超え
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られれば新規の創薬が期待できる。本研究の成果に興味をもっている企業もあると

報告されていることから、創薬開発に向けた共同研究の推進が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ２－Ａ（機関の評価） 
課題名：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への

応用 
代表機関名：九州大学 
機関名・研究者名：九州大学・福井宣規 
分担研究内容：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創

薬への応用 
 
 
１．総評 
 全体の中で、本研究課題の果たすべき役割を十分に果たしており、また、本研究

課題全体の推進役として全体を牽引しており、高く評価できる。また、その結果が

優れた成果に結びついており、論文も Science 誌をはじめ有力雑誌に発表されてい

る。 
 さらに、リードとなる低分子化合物が得られており、今後創薬への応用を目指し

たターゲットバリデーション研究を進めることにより、我が国発の新規の免疫抑制

剤の創薬が期待できる。一方、特許が 1 件であり、産業界との共同研究も少なく、

この点での改善の余地はある。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 DOCK2 の機能解析、新規機能の発見、いずれも素晴らしい成果を上げており、

大変優れていると判断できる。 
 
 
３．研究体制について 
 3 グループがそれぞれの役割を十分に果たしており、また、その組み合わせ効果も

十分に発揮されており、成果に結びついたと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 リードとなる低分子化合物が同定され、構造解析の結果と併せて、当初の目標で

あった創薬開発が展望できる状況にあり、今後の発展が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ２－Ｂ（機関の評価） 
課題名：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への

応用 
代表機関名：九州大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・横山茂之 
分担研究内容：DOCK2 シグナルパスウェイのタンパク質群の構造解析と創薬研

究への応用 
 
 
１．総評 
 構造解析を担当し、DOCK2 の N 末端の SH３ドメインと ELMO の複合体、

DOCK2 の DHR−2 ドメインと Rac の複合体の構造解析に成功しており、その責任

を十分に果たしたと言える。 
 解析が難解なタンパク質にあたるかとの観点に立てば、この成果は本研究課題に

とっては期待通りと言うべきものである。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 担当した構造解析は予定どおりに進展しており、リード化合物の発見とその評価

に生かされており、高く評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 機能解析を進めてきた代表研究者のグループと緊密に連携し、速やかに構造解析

を成し遂げた点は評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 DOCK2 の機能を制御する低分子化合物が発見され、その作用機構解析において

本構造解析チームが重要な役割を担うことが期待される。今後もチーム全体の協力

関係を維持し、役割を果たすことが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ２－Ｃ（機関の評価） 
課題名：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル伝達機構の解明と創薬への

応用 
代表機関名：九州大学 
機関名・研究者名：東京大学・金井求 
分担研究内容：タンパク質構造に立脚した DOCK2 シグナル阻害剤の創製と医薬

リードへの展開 
 
 
１．総評 
 代表機関と連携により、重要な化合物を発見し、その作用機構の解明において大

きな成果があった。この成果が創薬、ならびに DOCK2 の機能解明に結びつくこと

が期待される。 
創薬のきっかけとなり得る物質の発見に至ったが、創薬研究ではこれからが重要

である。創薬標的としての適格性を判断する、いわゆるターゲットバリデーション

を行わなければならないが、日本の現状ではアカデミアのみにパートナーを求める

のは困難であり、今後の方向性をしっかりと考えて、開発企業との共同研究を含め

て、この成果を創薬へと結びつける努力をすべきである。   
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 目的とした DOCK2 の機能を制御する化合物を発見し、その作用機構について優

れた成果を上げている。 
 
 
３．研究体制について 
 代表研究者を中心とするグループの中で、本分担機関は役割分担を適切に果たし

ており、全体の発展に大きく貢献した。 
 
 
４．今後の展望について 
 発見された化合物を創薬に結びつけるには、多くのステップを必要とするが、創

薬展開が十分に期待される。必要に応じて適切なメンバー、企業関係者を加え、研

究の加速を図ることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

68



 
医学・薬学等への貢献：Ａ３（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使

した阻害剤創成 
代表機関・代表研究者 ：九州大学・住本英樹 

 
 
１．総評 
 構造・機能解析に関する当初の目標を一定程度達成した。一方、阻害剤の開発に

ついては、方針そのものの検討をすべきであり、新たな体制を構築することを含め

て検討すべきである。構造解析の成果を機能解析、阻害薬開発に結びつける努力を

意識的に行うことを期待する。 
 ターゲットバリデーションに向かうという意欲は良かったが自力でできない場合、

適切なパートナーを選ばなくては推進できない。初期の目標達成を目指して再度挑

戦すべきである。また、構造解析結果を有効に使えれば化合物を使ったメカニズム

解析などへの発展が可能である。なお、2 機関の代表研究者の共著の論文がない点

が指摘された。化合物を提供できる共同研究者を見つけることが期待される。 
 全体的には成果が上がっていると判断される。論文発表数は多いが、特許申請は

なく、企業との共同研究もないことから、創薬につなげるためには一層の努力が必

要である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは特段優れているとは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 Nox2 の C 末領域と NADPH の結合、Ca++結合領域の構造解析に世界で始めて成

功し、Nox2 の機能解明の基盤となる重要な成果が得られた。タンパクの構造解析も

11 件と多く、論文の発表も多数あり、構造生物学的な面では成果があった。Nox2
の全体構造の解析を加速することが期待される。一方で、特許は全くない。共同研

究も企業とはなく、阻害剤の開発については、評価すべき状況にない。阻害剤創成

という目標を掲げており、当初の目標に到達していないと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析と機能解析の連携は十分に機能しているが、一方で、化合物を用いた阻

害機構の解明において適切な共同研究がなされていない。構造生物学では学生の教

育など人材育成になったと判断する。 
 構造解析は北海道大学グループ、機能解析は九州大学グループが分担して共同研

究を推進しており、代表研究者のマネジメントについては評価できる。企業との共

同研究はなく、阻害剤の開発には至らなかったのは残念な点である。 
 
 
４．今後の展望について 
 Nox2 の機能解析にとって重要な部分の構造が明らかになったことから、この成果

を神経細胞死のメカニズムの理解、阻害剤の開発に発展させることが期待される。

応用面では今後の発展を期待するが、焦点を絞った研究にすることも考慮すべきで

ある。 
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 NMR 解析に利用したソフトウェアを早期に市販品として開発し、一般に供するこ

とが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ３－Ａ（機関の評価） 
課題名：神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使

した阻害剤創成 
代表機関名：九州大学 
機関名・研究者名：九州大学・住本英樹 
分担研究内容：神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法

を駆使した阻害剤創成 
 
 
１．総評 
 Nox2 と NADPH との結合ドメインの構造解析、Nox 本体の作用機序の解明、活

性に必要な細胞側因子の解析等多くの成果を上げたが、阻害剤開発についてのめど

がはっきりしておらず、検討が必要である。これまでの研究過程で阻害物質を見つ

ける努力のあとが見られない。一方、構造解析で得られた知見が生きる将来計画を

立てることで発展も可能である。企業との共同研究等今後の努力が必要とされる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 本課題は構造解析と生化学・分子生物学グループに分かれており、本機関は主と

して後者を担っており、Nox2 の NADPH 結合ドメインの解析、その機能解析は優

れていると評価できる。論文の発表も多い。構造解析の成果を活用して、的確に解

析を進めたと言える。 
 
 
３．研究体制について 
 北海道大学グループとの協力体制と共に、他の研究機関とも連携して研究を進め

ており、共同研究体制は機能したと判断される。また、複数のグループとの共同研

究を進めており、研究の広がりが期待できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 次の発展は本チームによる分子機能の解明と阻害剤開発にかかっており、なお一

段の努力、方針を明瞭にすることが必要である。特許及び産業界との連携がなく、

創薬に結び付けるための努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ３－Ｂ（機関の評価） 
課題名：神経細胞死に関与する活性酸素発生源の解明と構造生物学的手法を駆使

した阻害剤創成 
代表機関名：九州大学 
機関名・研究者名：北海道大学・稲垣冬彦 
分担研究内容：神経細胞死に関与する活性酸素発生源の構造生物学的解明 

 
 
１．総評 
 Nox の C 末領域の構造解析をはじめ、Nox ファミリーの活性に関わる部位の構造

解析等多くの成果を上げたことは評価できる。その観点からは役割分担を果たした

といえるが、構造解析が細胞内ドメインにとどまっており、本プログラムが目指す

膜タンパクの全長の解明には至っていない。膜タンパクの全長解明は極めて困難な

課題であるが、構造解析専門家が結集して解決に取り組むことが期待される。また、

構造解析の過程で作成した解析手法について積極的に汎用化を図ることが期待され

る。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 Nox2 の NADPH 結合ドメインの構造解析をはじめ、本分担機関の成果は十分で

あり優れていると判断できる。Nox 分子全長の構造解析は困難と判断されるが、挑

戦することが期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析を通して、このグループの牽引役を果たし、大変優れていると判断され

る。代表研究者は、構造解析の専門家として本プログラム全体の進展に貢献してい

る。 
 
 
４．今後の展望について 
 p４７PX ドメインによる p４７の活性化機構の解明が展望されており，また，

Nanodisc の開発により PI とエフェクタータンパク質との相互作用を研究する手段

を開発しており，この技術は今後の PI 相互作用研究に活用される事が期待され，代

表機関とより多くの議論する機会を設定し、今後の展望について話し合うことによ

り、より大きな成果に結びつく事が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けた γ セクレターゼの構造解析と機能

制御 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・富田泰輔 

 
 
１．総評 
アルツハイマー病関連の研究は、医学・薬学として意義が高く、かつ競争も激し

い分野であり、期待も大きい。標的とするγセクレターゼの構造解析は学術的に意義

があり、また、創薬産業への波及効果も高いものである。技術開発研究との連携を

含めて種々検討が進んでいるが、現段階での構造解析研究の成果は乏しい。また、

クライオ電子顕微鏡による単粒子構造解析が行われているが、これで、γセクレター

ゼの本質に迫れるかは疑問が残る。 
困難な課題に課題全体で挑戦していることは評価できる。一方、最も重要な課題

に焦点を絞って研究を進めることも重要であり、さらなる挑戦が期待される。技術

的にも一つ一つ克服していく道が少しだけ見えてきた段階であると判断される。困

難なテーマに挑戦する意欲があり、さらに解析を進めることが期待される。代表研

究者は分担研究者との共同研究を進めて成果を上げようとしているがあまり効果が

見られない。今後は A5226A の可変領域の解析など標的となるタンパク質の部分構

造解析に集中し、さらに化合物の創薬への橋渡しをすることが望まれる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
構造解析については、γセクレターゼを構成する4 つの膜タンパク質のうち、ニカ

ストリン細胞外ドメインの均一なN 型糖鎖付加体を大量に生産することができた。

16 カ所の糖鎖のうち13 カ所の除去に成功した。糖鎖除去を進め、更に結晶化妨害要

因を克服して、結晶化を成し遂げようとしている。また、γセクレターゼ複合体の大

量生産、精製し、電子顕微鏡像から単粒子解析を行った。成果としてはPDB 未登録

の構造解析1 件（抗ニカストリン抗体A5226A）だけである。今後、戦略を絞って構

造解析に専念しなければ、目標の達成は相当に困難であることが予想される。機能

解析では抗ニカストリン中和抗体のエピトープマッピングの成功、リコンビナント

プレセニリンが単独でプロテアーゼ活性を有することの発見はこの部位の構造解析

が必要で、さらに制御法の開発につながることが期待される。一方、機能制御につ

いては、オリジナルな化合物ライブラリーの整備、ニスカリンに対する阻害活性を

持つ化合物の選別、抗ニカストリン抗体の開発、γセクレターゼ阻害化合物スクリー

ニング系の構築、プレセニリン中の基質結合・切断部位の同定など、種々の成果が

得られつつある。さらに、アルツハイマー病モデルマウスを確立したことは評価で

きる。 
これまで構造解析と機能解析の相互作用に基づく研究の進展が十分にあったとは

言い難い。この背景に解析対象の困難さがあることを鑑みても、このグループのこ

れまでの研究実績からは、特段の成果があったとは言い難い。成果報告書の記載も

羅列的で、それぞれがどこまで、どの程度まで進んでいるのか不明確な点が見られ

る。技術基盤の底上げが必要な課題であり技術開発チームとのさらなる連携が必要

である。現在PDBへの登録はなく、特許も申請されていないのは十分でないが、論
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文は発表され、企業を含む共同研究が多いことは評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
ダイナミックな進捗管理により世界的にも注目を浴びている研究テーマに果敢に

挑戦している。構造解析 2 チームと機能解析チームとの共同研究であり、その連携

体制は十分に機能していると判断されるが、構造解析の結果を機能解析の飛躍的発

展に結びつける段階に到達していない。しかし、いろいろな技術基盤を組み合わせ、

よく連携できていると判断される。この本研究課題内での共同研究は積極的に行わ

れており、膜タンパクの発現、精製には他のグループとも共同研究がなされている。 
 
 
４．今後の展望について 

準備状況から次の発展が期待できる部分も多い。これらの基盤的成果を確実に成

果に結びつけることを期待したい。今すぐに成果を還元できる状況にはないが、長

い機関で本テーマを支援していくことが必要である。In silico スクリーニングで同

定された阻害化合物からの展開が期待される。標的タンパク質の重要な機能部位も

判明してきたため、早急に構造解析、企業との化合物の作用解析研究が望まれる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けた γ セクレターゼの構造解析と機能

制御 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・富田泰輔 
分担研究内容：アルツハイマー病治療薬創出に向けた γ セクレターゼの構造解析

と機能制御 
 
 
１．総評 
困難な課題であるが、アルツハイマー病の治療法の開発は極めて重要な課題であ

り，現在得られている化合物に関する情報、阻害機構に関する新知見及び構造解析

の進展に焦点を絞って当初の目的を達成することが期待される。まだ基礎的な段階

であるが、要点を得つつあると判断される。A5226A の構造解析結果から得られた

情報に多少絞ってもよいのではないかと判断される。構造解析が困難な γ セクレタ

ーゼ遺伝子をバキュロウイルスに導入し、細胞に感染させ、タンパク質を発現、精

製することに成功した。また、さらに大腸菌無細胞系での合成にも成功した。しか

し、構造解析には至っていない。このため PDB への登録はなく、特許も取得してい

ない。一方、γセクレターゼの機能解析は進行し阻害剤も見出した。共同研究では本

研究課題のみならず、他の研究課題との協力関係も築き成果を上げている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 

２．研究の進捗状況について 
構造解析部分が遅れているが、機能解析、特に機能阻害化合物の同定及び新規機

能阻害機構の理解が進んでおり、優れていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 チーム全体の連携体制、情報の共有、サンプル等の共有により、特に構造解析を

進めるための努力が払われており、優れていると評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 

構造解析の進展が重要なステップであり、努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けた γ セクレターゼの構造解析と機能

制御 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：大阪大学・高木淳一 
分担研究内容：ニカストリン細胞外領域の動物細胞発現と X 線結晶構造解析 

 
 
 
１．総評 
困難な課題ではあるが、本研究課題全体の総力を結集して突破することが期待さ

れる。部分構造の解析には成功しており、今後の進展が期待できる。A5226A 抗体

の結晶構造解析の成果が得られた点は評価できる。本分担研究者は γ セクレターゼ

の構造解析を分担し、ニカストリン活性阻害抗体の Fab フラグメントの X 線結晶構

造解析に成功した。しかし、ニカストリンの細胞外領域の結晶構造解析には成功し

ていないため、さらなる努力が必要である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
ニカストリン阻害抗体のエピトープマッピングに成功し，その阻害抗体の構造解

析により、ニカストリンの機能に重要な細胞外ドメインの構造を予測することに成

功しており、本研究課題の進捗状況は、優れていると評価できる。多量に糖鎖が付

いている分子の構造解析は困難であるが、糖タンパク質の構造解析全体に波及でき

る解析法の開発を含めて挑戦することが期待される。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、課題内において情報共有がなされており優れていると

判断される。 
 
 
４．今後の展望について 

構造解析に向けて大量生産、結晶化が進展しており、努力が必要であるが、構造

決定に結び付けることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ４－Ｃ（機関の評価） 
課題名：アルツハイマー病治療薬創出に向けた γ セクレターゼの構造解析と機能

制御 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：産業技術総合研究所・佐藤主税 
分担研究内容：γセクレターゼ複合体の機能解析と活性制御にかかわる構造研究 

 
 
１．総評 
 挑戦的な課題であるが、進展のための予備的結果も得られつつある。単粒子構造

解析によりダイナミックな構造変化に関する知見が得られることが期待される。γセ

クレターゼ全体の構造解析という困難なテーマに取り組んでいる。本研究課題内の

共同研究を行い一部の構造解析、機能解析を行ってきた。論文の数も少なく、この

グループの独自性が見えにくい部分もある。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
γセクレターゼの全体構造の解明を目指し極めて困難な課題であるが、着実に進展

している。単粒子解析、電子顕微鏡による解析は部分的ではあるが、酵素活性中心

についての貴重な情報が得られた。また、阻害剤に関する低分子化合物のスクリー

ニングにも成功していることから、優れていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、課題内の連携が効率的に行われており優れていると判

断される。 
 
 
４．今後の展望について 

全体構造をどこまで明らかにできるか、不明であるが着実に成果が積み上がるこ

とが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ５（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・北潔 

 
 
１．総評 
世界で残された重要な感染症の一つにアフリカ、アメリカで患者が多発し、治療

が困難な病気であるトリパノゾーマ感染症がある。トリパノソーマ症の病原体の核

酸生合成経路とレドックス制御経路に関与するDHOD、QFR、TAO などの酵素群の

結晶構造解析とそれに基づいた阻害剤の開発に向け、本研究課題は順調に進められ

ている。本プログラムの目的は、生理的または病理的に重要なタンパク質の構造と

機能を解明し、これに基づき制御化合物を取得することであるが、本研究課題は、

トリパノソーマの生存に必要な酵素群を対象に構造解析、機能解析、及び制御化合

物の最適化を行っており、本プログラムのモデルとなる活動を展開している。創薬

プロセスをよく理解した共同研究がなされており、次のステップとして医薬品開発

などの事業化に向けて橋渡し研究へと発展することが期待される。創薬へのアプロ

ーチも大変に合理的であり、高く評価できる。代表研究者は各分担研究者と緊密な

連携をして多くの成果を上げている。タンパク質の構造解析も順調であり、in silico
での化合物探索、生理作用等連携が良く大いに成果を上げた。課題全体が順調に進

展しており、大きな成果が期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
本研究課題は、トリパノソーマ原虫の生存に必須の核酸合成、細胞内のレドック

クス調節パスウェー関連酵素群をターゲットにその構造と機能を明らかにし、それ

らに対する制御化合物の合成を行うことを目的としている。構造解析結果に基づい

たin silicoスクリーニングからT. cruzi DHOD の強力な制御化合物を見出し、本制

御化合物のリード化合物としての検証を行う段階に入っている。また、TAOの構

造・機能相関と阻害剤の論理的設計に必要な活性部位の構造を既に明らかにするな

ど、研究は極めて順調に進捗していると認められる。 
これまで、ターゲット酵素群の構造解析より、阻害剤のin silico探索と化合物の探

索を行い多くの成果を上げた。論文発表も多く、企業を含む共同研究も行われてい

る。PDB登録数も多く、生産、解析、制御等との情報の共有もなされ化合物の探索

も行われた。 
目的である抗トリパノソーマ薬の開発にむけて順調に進展しており、これらの内

容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況および得られた成果から、代表研究

者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
標的酵素の精製・結晶化、結晶解析、構造情報に基づいた薬剤分子設計、化合物

の合成といった様々な研究課題について、代表研究者のリーダーシップの下で効果

的な連携が図られていると判断される。課題内連携とともにプログラム内の技術開

発研究課題｢生産｣、｢制御｣等との連携が生かされていることも評価できる。 
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各分担機関での研究体制とともに各研究機関間の共同研究も多く、それぞれ自分

の役割分担部分で成果を上げている。チーム構成、マネジメントの良さが優れた成

果に結びついていると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 

本研究課題では、標的タンパク質の精製・結晶化・構造解析と、これに基づく in 
silico スクリーニングと制御化合物の合成・阻害効果の検討・共結晶解析が行われ、

生産的なフィードバックシステムが完成しており、本プログラムのモデルの一つと

評価できる。発見された抗トリパノソーマ薬の最適化を進め、創薬へと発展するこ

とが期待される。希少・難病治療薬のため企業への橋渡しに困難が予想されるが、

TLO と協力して実現されることが期待される。製薬企業との共同研究が進みつつあ

り、シャーガス病、睡眠病の制御の糸口になれば社会への還元が十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

79



 
医学・薬学等への貢献：Ａ５－Ａ（機関の評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・北潔 
分担研究内容：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソ

ーマ薬の開発 
 
 
１．総評 
 本研究課題の要となる研究機関で、今後も大きな貢献、発展が期待できる。創薬

プロセスを考慮した研究計画が実行された。原虫のトリパノゾーマの増殖に関連す

る酵素をターゲットにして 4 種類の構造解析に成功し、論理的設計により阻害剤を

見出し、阻害効果を実証した。さらに実用化に向けて企業との共同研究を行ってい

ることは高く評価できる。特に、T cruzi の DHOD の構造解析の成功と in silico に

よる阻害剤の開発はシャーガス病の制圧に多大の功績になる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 本研究課題は関連する核酸合成経路、レドックス制御回路に関連するタンパク質

の発現、精製、その構造解析、分子間相互作用の解析、ならびにこれらの分子の機

能阻害化合物の同定と効果の判定からなっており、本研究機関はその生化学的解析

を担っており、全体の発展に重要な貢献をなしている。したがって、本研究課題の

進捗状況は、大変優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、本グループを中心として課題内の各機関同士よく連携

が取れていることなど大変優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

この先に実用化に向けた取組み等を行えば社会還元において本研究課題の今後の

展開は十分期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ５－Ｂ（機関の評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：京都工芸繊維大学  原田繁春 
分担研究内容：核酸およびレドックス調節パスウェイ標的酵素群の X 線解析 

 
 
１．総評 
構造解析を介して本研究課題全体の研究の進展に大きく貢献した。阻害剤を論理

的に設計するサイクルを回すための基盤となる構造解析の役割をきちんと果たせた

ことの意義は大きく、構造解析において成果が上がっている。当初の目的であった

9 種類のタンパク質のうち 5 種類について構造解析を行った。代表研究者とともに

阻害剤の理論的設計により阻害剤を見出したことは高く評価できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 目標に掲げた ATC, DHOD, GK, OFR, TAO の構造解析に成功し、構造に基づく

阻害剤を設計した。その最適化に進み、実用化に向けた企業との共同研究が進んで

おり、十分な進展があったことから、大変優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 本研究課題の研究体制は、他のグループとの連携もよく人材育成面においても成

果があり大変優れている。 
 
 
４．今後の展望について 
 トリパノソーマ治療薬開発に向けて大きな進展が十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ５－Ｃ（機関の評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：順天堂大学・奈良武司 
分担研究内容：トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素群の生理機能 

 
 
１．総評 
優れたチームの構成メンバーとして重要な役割を果たした。阻害剤の論理的設計

サイクルを回すための生物学パートナーとして大きな役割を果たした。機能解析で、

本課題に貢献している。DHOD は他のグループで構造解析され、阻害剤の設計がさ

れたが本分担研究者は阻害剤の抗原虫効果を明らかにし、成果を上げた。さらにピ

リミジン合成経路の 3 酵素の相互作用を明らかにした。このように他の研究機関と

役割を分担し、酵素の生理作用に特化して成果を上げた。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 チームにおける役割分担である生化学的解析を十分に果たしており、大変優れて

いると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、他のグループとの情報交換も活発に行われるなど大変

優れている。 
 
 
４．今後の展望について 
 抗原虫効果の検定に今後も重要な役割を果たすと十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ５－Ｄ（機関の評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・井上将行 
分担研究内容：トリパノソーマのピリミジン生合成パスウェイ酵素の阻害剤の合

成と最適化 
 
 
１．総評 
本研究課題全体が協力し、代表的な成功例を導いた。学生による研究における成

果としては特筆すべきものがある。In silico 創薬研究グループとの共同研究が良く

生かされた成功事例である。実用化に向けてやるとするならば、これまでの何倍も

の力が必要となることが容易に予想される。創薬化学教育への貢献を期待する。阻

害薬の設計として、本研究課題に貢献している。本分担機関は他の研究機関と共同

研究し DHOD 阻害剤の合成、アスパラギン酸トランスカルバモイラーゼ阻害剤、回

虫成虫複合体 II 阻害剤にも成功している。これらは構造解析により見出したもので

ある。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 

２．研究の進捗状況について 
TcDHOD の基質結合部位の構造解析に基づく阻害剤設計により 200 倍以上活性の

高い新規化合物の合成に成功した。この成功はターゲットタンパク研究プログラム

の目指す方向を示しており、代表的成功例と言える。したがって、本研究課題の進

捗状況は、大変優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、学生が成功体験をもてるなど人材育成面で大きな成果

があり、また他のグループとの情報交換が活発に行われるなど大変優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

新薬創製に向けて大きな可能性があると判断され、今後の展開が十分に期待でき

る。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ５－Ｅ（機関の評価） 
課題名：核酸およびレドックス調節パスウェイを標的とする抗トリパノソーマ薬

の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・田仲昭子 
分担研究内容：トリパノソーマの核酸およびレドックス調節パスウェイを標的と

する阻害剤の、代謝酵素立体構造解析結果に基づくインシリコ予

測研究 
 
 
１．総評 
よく組織化された研究課題で重要な役割を果たし、大きな成功へと発展すること

が期待される。学生の合成グループをよくリードして論理的設計サイクルをうまく

回すことができた。教育的視点からも高く評価できる。In silico スクリーニングで

本研究課題に貢献している。本分担研究者は他の研究機関で行われた各種酵素の構

造解析結果より in silico で阻害剤の開発を行い、DHOD, ATC,GK の阻害剤を見出

したことは評価できる。特に DHOD 阻害剤の開発ではタンパクの構造変化を起こさ

せることを見出し、シャーガス病の創薬の可能性に貢献した。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 

２．研究の進捗状況について 
構造解析から抗原虫化合物のリード化合物を予測することにより、本研究課題の

研究が大きく加速され、今回の成功を裏打ちした。したがって、本研究課題の進捗

状況は、大変優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
本研究課題の研究体制は、合成グループとの共同研究において的確な情報提供が

タイムリーに行えるなど大変優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

今回の成功は構造解析から低分子化合物を予測しリード化合物として利用する創

薬研究のあり方を示した。この意義は大きく、今後の発展も大いに期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ６（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 

AdipoR/AMPK /ACC タンパク質群の構造解析とそれに基づく機能解明及

び治療法開発 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・門脇孝 

 
 
１．総評 
 研究代表者はこの分野での先駆的研究者であり、アカデミアにおける疾病解明に

関する研究としての成果は大きいものがある。全体的に代表機関と分担機関の連携

が構造解析、機能解析の成果を生んだものと判断される。論文の数は少ないが基礎

研究では優れたものがでている。Nature 誌への掲載は高く評価でき、今後の企業と

の連携と創薬への橋渡しが望まれる。今後さらなる進歩が期待される研究の一つで

ある。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 アディポネクチン受容体(AdipoR)を中心にそのシグナル伝達に関わる分子の結晶

構造解析を目指した研究であり、メタボリックシンドロームに主要な役割を果たし

ているアデイポネクチン(Ad)の作用機作の解明は重要であり、本研究課題は AdipoR
の構造解析を試み、さらにその下流タンパクの構造解析を行い、化合物ライブラリ

ーより化合物を得てその阻害解析を行った。意図とした AdipoR を含む４種のタン

パクの結晶化には成功した。そのうち ACC1,AMPK の２種類は構造解析が行われた

ことは評価できる。しかし最も重要な AdipoR については結晶作製ができたところ

である。論文数は全体で７件と少ないが機能解析の分野で優れた論文が出てきてい

る。技術開発研究との共同研究でタンパクの生産、化合物の供与を受けて阻害剤の

スクリーニングが行われているが機能阻害剤の候補を得るにとどまっており、創薬

に向けて大きく前進したとは言い難く、顕著な業績とは言い難い。 
 
３．研究体制について 
 代表機関のもとに共同研究グル―プが協力し、構造解析、化合物のインシリコスク

リーニング、その生理作用が有機的に行われた。研究チームの構成、連携、相互協

力については問題ない。いろいろな技術基盤をうまく取り入れ、タイミングよく進

めることで成果につながったと考える。このテーマにかかわった研究者は多くのこ

とを学び取ることができたと判断される。 
 
４．今後の展望について 
 解析途中の状態の研究テーマが多く、特に AdipoR 活性化薬開発へ重点を置くこ

とが期待される。今後、これらをしっかりと取りまとめるための努力をし、全体と

して大きな成果が得られることが期待される。 
代表研究者が成果報告書に記述しているようにこの成果がすぐに実用に結びつく

わけではない。創薬への発展を橋渡しする仕組みが必要である。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

85



 
医学・薬学等への貢献：Ａ６－Ａ（機関の評価） 
課題名：メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 

AdipoR/AMPK /ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び

治療法開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・門脇孝 
分担研究内容：メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受

容体 AdipoR/AMPK /ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく

機能解明及び治療法開発 
 
 
１．総評 
 非常に優れた実績を有する研究者であるが、初めて構造解析に挑んだことから困

難であったと判断されるが、思い切って構造解析に着手したことについては評価で

きる。当初の目的である AdipoR の構造解析については種々の発現系の採用や、抗

体との共結晶化等多くの努力がなされ結晶化に成功したことは高く評価できる。早

急な構造解析が待たれる。その他 AMPKKs,AMPK,ACC についても結晶化、ととも

に他の研究機関との共同で阻害剤が見出され、治療薬の開発が期待される。機能解

析で優れた成果が得られており、AdioR1 の作用の解析で Nature 誌に掲載されるな

ど多くの成果を上げた。論文発表は多くはないが、特許 2 件、産業界との共同研究

も進行している。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 全体として優れているが、構造解析に遅れも見られる。 
 
 
３．研究体制について 
 研究体制は非常に優れている。研究課題のチーム構成は問題ないが、大量生産、

精製、結晶化が困難な状況であったときに、基盤技術開発グループ又は分担研究者

の理化学研究所からの提案や支援があったのか不明である。 
 
 
４．今後の展望について 
 今後、多くの関連分子の結晶が解かれる可能性があり、その解析を基盤に機能解

析が大きく進歩することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ａ６－Ｂ（機関の評価） 
課題名：メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 

AdipoR/AMPK /ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び

治療法開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：理化学研究所 ・横山茂之 
分担研究内容：メタボリックシンドロームの制御に関わるタンパク質の複合体構

造解析と制御化合物の設計 
 
 
１．総評 
主任研究者と共に AdiopoR,ACC,AMPK,AMPKKs の結晶化に努力し成果を上げ

ている。構造解析の成果がこの研究プロジェクト推進に大きく貢献したと考えられ

る。本チームの能力からすれば、今回の成果は当然である。是非，AdpoR の構造を

解いてほしい。更に化合物との複合体の構造解析により今後阻害剤のスクリーニン

グが進むことが期待される。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
優れている。結晶化に手間取り，解析は遅れ気味であるが、期限内にかなりの進

展が期待できる所まできたと判断している。 
 
 
３．研究体制について 
構造解析面で主任研究者のみならずグループ内の体制も大変優れていて成果につ

ながった。 
 
 
４．今後の展望について 

今後はこれらの成果に基づき阻害剤の開発が期待できる 
 
 
５．その他特記事項 
なし 
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医学・薬学等への貢献：Ａ６－Ｃ（機関の評価） 
課題名：メタボリックシンドローム・糖尿病の鍵分子アディポネクチン受容体 

AdipoR/AMPK /ACC タンパク群の構造解析とそれに基づく機能解明及び

治療法開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：自然科学研究機構・箕越靖彦 
分担研究内容：AMPKK/AMPK/ACC タンパク群の立体構造情報に基づいた活性

調節機構の解析 
 
 
１．総評 
 他のグループと共同で AMPK，CAMKKβ の構造解析に伴い、阻害剤との複合体

の立体構造を解明した。また、機能解析では AMPK 活性制御化合物のスクリーニン

グ、AMPK による摂食調節機構の解析、ACC に対する化合物スクリーニングを行い

一定の成果を得た。AMPK に高い特異性を示す化合物が期待される。本研究課題の

チームの能力からすれば特段の成果とは言い難いが着実に課題の取り組み、成果を

上げている。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 機能解析、構造解析、化合物の同定、いずれも一定のレベルを保つ成果が得られ

ており、研究の進捗状況は優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 本研究課題の分担機関として参加することにより、本チームの広がりが実現でき

た。この観点からは、よい共同研究であり、研究体制は優れていると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 化合物を研究ツール、創薬ツールとして活用することで、新たな可能性が開ける

ことが期待されるため、創薬等の実現に向かってさらなる成果が期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：ケモカイン－ケモカイン受容体－シグナル制御分子フロントファミリー

の構造･機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・松島綱治 

 
 
１．総評 
 ケモカインとその受容体は慢性炎症の治療標的として注目されているが、これら

に対する阻害化合物の開発は進んでいない。本研究課題で取り上げているフロント

は、代表研究者が見出したケモカイン受容体の CCR2 の C 末端部分に結合してその

機能を制御するタンパク質であり、その機能制御により白血球の遊走を制御する新

しい慢性炎症の治療薬が開発できる可能性が高いため、ターゲットタンパク研究プ

ログラムで取り上げるのにふさわしいものといえる。 
 現在までに、フロント及びCCR2のC末の部分タンパク質の立体構造を解析し、両

者の結合部位のNMR解析を終了している点は評価できる。いずれも全長のタンパク

質の構造解析には至っていないが、分子間の結合能を保ったまま発現することには

成功しており、今後の展開が期待できる。 
 フロントの遺伝子欠損マウスは胎生致死であり、個体レベルでは十分な機能解析

が行われていないが、コンディショナル欠損マウスの作成には成功しており、今後

の解析結果が期待できる。 
 また、化合物ライブラリーを利用してスクリーニングし、よりフロントとCCR2の
相互作用を阻害する化合物を複数同定し、化合物間の一部で共通する基本骨格を見

出している。マウスの腹膜炎モデルで抗炎症効果を示したことから、慢性炎症の治

療薬として開発が進むことが期待される。 
 タンパク質間相互作用を標的とした創薬開発は一般的には困難であると考えられ、

企業が取り組むことが少ない。そのためハイスループットスクリーニング系を独自

に開発し、分子間の相互作用の構造情報を利用して、特にアカデミアのみで阻害化

合物を得た点は高く評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初の研究計画にしたがって、成果が上がっていると判断できる。 
 
３．研究体制について 
 機能解析と構造解析について研究を分担し、相互に密に連絡をとりながら、成果

を上げている。 
 
４．今後の展望について 
 独自の創薬コンセプトを検証できたことにとどまらず、慢性炎症の治療薬として

開発を進めることも重要である。そのためには、企業に化合物をライセンシングす

ることも必要であると判断される。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：ケモカイン－ケモカイン受容体－シグナル制御分子フロントファミリー

の構造･機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・松島綱治 
分担研究内容：ケモカイン－ケモカイン受容体－シグナル制御分子フロントファ   

ミリーの構造･機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明お

よび創薬開発 
 
 
１．総評 
 フロントおよび CCR2 の C 末の部分タンパク質の立体構造を解析し、両者の結合

部位の NMR 解析を終了している点は評価できる。いずれも全長のタンパク質の構

造解析には至っていないが、分子間の結合能を保ったまま発現することには成功し

ており、十分な成果が得られていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 細胞レベルでの機能解析、構造解析（特に分子間の相互作用部位の構造解析）、

治療薬開発のいずれにおいても十分な成果が得られていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 良い共同研究組織を構築したことが、成果に結びついたものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 慢性炎症の治療薬開発に発展することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：ケモカイン－ケモカイン受容体－シグナル制御分子フロントファミリー

の構造･機能ネットワーク解析からの免疫システムの解明および創薬開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：熊本大学・寺沢宏明 
分担研究内容：ケモカインシステムの構造解析と創薬支援  

 
 
１．総評 
フロントおよび CCR2 の C 末の部分タンパク質の立体構造を解析し、両者の結合部

位の NMR 解析を終了している点は評価できる。いずれも全長のタンパク質の構造

解析には至っていないが、分子間の結合能を保ったまま発現することには成功して

おり、十分な成果が得られていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析（特に分子間の相互作用部位の構造解析）において十分な成果が得られ

ていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 よい共同研究組織を構築したことが、成果に結びついたものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 慢性炎症の治療薬開発に発展することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ２（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法

の開発 
代表機関・代表研究者 ：筑波大学・柳澤純 

 
 
１．総評 
 的確に研究課題間の連携体制を構成し、VDR とそのリガンドによる TGF-β の機

能阻害及びその効果としての線維化抑制作用を検討し、重要な成果が得られたこと

は高く評価できる。一方、当初の目的であった Smad と核内受容体の複合体形成機

構を解明することができなかったことが、本研究課題全体の飛躍的進展に影響を与

えたことが惜しまれる。 
しかしながら、各研究機関が役割を分担して研究し、各々の成果を上げており、

特にシグナル阻害剤の候補物質と VDR の複合体の構造解析が進み、企業と連携し、

創薬開発へと発展することが期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PPARγ、VDR とそのリガンドによる TGF-β の機能阻害、および、その効果とし

ての線維化抑制作用を検討し、評価すべき成果が得られた。 
 構造生物学的解析により核内レセプターPPARγ、VDR と化合物との共結晶の構造

解析に成功したことは評価されるべきであるが、当初の目的であった PPARγ、VDR 
と Smad との複合体形成機構を解明することができなかったことから、大きな課題

を次に残すこととなった。 
 一方、その他の機能解析では多くの成果を上げ、線維症動物モデルを用いた in 
vivo 評価系も確立でき、候補化合物の評価も進展した。また、発表論文と本プロジ

ェクトの関連が明らかでない部分もあるが、全体として論文発表は 48 件と多く、特

許の申請も 3 件あり、本研究課題の進捗状況は高く評価できる。 
 本研究課題は難解な疾患をターゲットとするテーマであるが、関連する疾患も多

く、構造解析により non-genomic action に特化した治療法の確立に重要な知見が得

られるならば、将来の発展に大きな意味を持つことになると期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 機能解析、構造解析、モデル動物の作製と解析及び化合物の予測とその提供を担

うチームの連携により研究が展開されており、課題内の連携は十分と言えるが、他

の研究グループとの共同研究の成果が見られない。 
 
 
４．今後の展望について 
 PPARγ、VDR の non-genomic 機能により TGF-β活性を抑え、繊維化を抑制でき

ることが示唆され、治療法のない繊維化疾患の治療法開発に可能性を見出したこと

は評価できる。 
 現在得られている候補化合物を最適化し、創薬へと発展させることが期待される。

また、Smad との複合体の構造解析が進展し、Smad/Nuclear receptor の結合をタ
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ーゲットとする大規模スクリーニングへと発展することが期待される。TGF-β のシ

グナルを阻害できる化合物の候補が見出せたので成果の橋渡しに向けてさらなる

POC の積み上げに努力し、早急に製薬メーカーと創薬開発を進めることが期待され

る。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ２－Ａ（機関の評価） 
課題名：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法

の開発 
代表機関名：筑波大学 
機関名・研究者名：筑波大学・柳澤純 
分担研究内容：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患

治療法の開発 
 
 
１．総評 
 核内受容体と Smad の複合体に関する構造解析が進まないなかで、核内レセプタ

ーPPARγ、VDR と化合物との共結晶の構造解析に成功したことは評価できる。その

点で、本研究機関は研究の流れをよく把握して研究課題の実現に貢献したと言える

が、一方、Smad と核内受容体との複合体形成機構の解析が進まなかったことから

当初の目標が達成できたとは言い難い。 
 研究全体としては、TGF-β シグナルを遮断する化合物のスクリーニング系の構築

とヒット化合物を見出し、核内レセプター依存的な TGF-β シグナル抑制機構の解明

に重要な貢献を果たしたと評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PPARγ、VDR を対象とした構造解析、機能解析、TGF-β 機能の抑制候補化合物

の提示、繊維化抑制効果の解析等、評価すべき進展があった。しかし、Smad と核

内受容体の相互作用の構造解析が遅れている。 
 
 
３．研究体制について 
研究課題内のチーム構成、相互の連携は十分にとられており、優れた研究体制が

構築されていたと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 今後の展望は、Smad に関する研究の進展が今後の方向付けを決めることになる

と判断される。現在得られているリード化合物については、その最適化、開発企業

への橋渡し等、多くの課題を抱えているが、創薬開発に発展する可能性があり、重

要な疾患を対象疾患としていることもあり、進展が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ２－Ｂ（機関の評価） 
課題名：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法

の開発 
代表機関名：筑波大学 
機関名・研究者名：東京大学・清水敏之 
分担研究内容： 核内レセプター、Smad、Smurf を含んだ複合体の構造解析 

 
 
１．総評 
 核内レセプターPPARγ のリガンド結合部位を発現させ、純度の高い産物を用いて

種々の化学物と反応させ複合体の構造解析に成功した。同様に VDR のリガンド結合

部位と化学物の複合体に付いても構造解析に重要な成果を得た。しかし、本来の目

的である Smad 複合物の発現・精製には一部成功したが構造解析に至っていない。

なお、核内受容体の転写因子としての機能は阻害しないが、non-genomic 機能を阻

害するリード化合物が同定され、その高分解能 X 線結晶構造解析データを得たこと

により分子設計情報の価値が高まった。さらに、いろいろなリガンド、化合物との

複合体構造解析を集積してさらに高質な情報に仕上げる努力が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 

 
２．研究の進捗状況について 
 重要な成果は得られているが、主要な課題である Smad 複合体の構造解析に遅れ

があり、これが全体の進展に影響している。 
 
 
３．研究体制について 
 研究の進展については、進捗しているところと進捗していないところがあるが、

各研究機関が協力して進んでいない部分を補い、創薬開発実現の可能性を開いてお

り、優れた研究体制であると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 今後の発展が期待できるが、進捗が遅れている Smad との複合体解析には最前の

努力を続けるべきである。当初の目的を達成するためにチーム外の専門家にも協力

を求め、研究の進展を図ることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ２－Ｃ（機関の評価） 
課題名：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法

の開発 
代表機関名：筑波大学 
機関名・研究者名：岡山大学・宮地弘幸 
分担研究内容：TGF-β抑制作用を有する核内レセプターリガンドの創製 

 
 
１．総評 
 本研究チームは核内レセプターである PPARγ、VDR をターゲットとする化合物

を同定し、創薬へと発展させることを目的としており、興味ある化合物を機能解析

グループ、動物モデルグループに提示し、その効果を解析し、一定の成果を得た。 
一方、PPARγ、VDR など核内レセプターをターゲットする多くの活性化合物が知

られており、本研究課題で得られた化合物がこれまで知られている活性化合物と活

性発現メカニズムがどう違うのかという点について、より一層解析を進めることが

期待される。 
 当初の目的を達成するためにはさらなる努力が必要であるが、化合物の同定、化

合物とレセプターの共結晶構造解析、動物モデルでの効果の確認において評価され

るべき成果を上げている。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 PPARγ、VDR を対象に新たなリガンド候補をリスト化し、その効果の解析を進め、

一定の成果を得たことは評価できるが、Smad との関連について解析が遅れている

ことが残念であり、画期的な進捗があったとは言い難い。 
 
 
３．研究体制について 
 創薬に向けた目標を実現するべく、本研究課題の各機関が一体となって連携、努

力していると判断される。なお、本研究機関に学生の参画が十分に見られないこと

は人材育成の観点から適性を欠いていると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 現在得られている化合物リストから、創薬に結びつくリードを創出できるか、一

層の努力が必要である。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ２－Ｄ（機関の評価） 
課題名：核内レセプターの新規機能解析と構造情報に基づいた線維化疾患治療法

の開発 
代表機関名：筑波大学 
機関名・研究者名：慈恵大学・横山啓太郎 
分担研究内容：線維化モデル動物を用いた薬剤スクリーニングと臨床応用 

 
 
１．総評 
 線維化モデルマウスを用いて、同定された化合物の評価を進めることが本研究機

関の目標であり、目標達成の観点に立てば重要な成果を上げたと判断される。ただ

し、このモデルマウスを用いての薬物動態や副作用を評価するところまでは進展し

ておらず、また、新たな繊維化モデルの開発等についても意欲的な取り組みがあっ

たとは言い難い。 
 なお、創薬テーマの成功には疾患モデル動物の良否が大きく関わっており、本チ

ームは適切な腎臓線維化モデル動物の作製とスクリーニングへの応用において、当

初の予定どおりの役割を果たしており、本研究課題の推進に重要な役割を果たした

と言える。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 

 
２．研究の進捗状況について 
 線維化モデル動物の作製、化合物の評価を通して本研究課題の進展に貢献してい

ることは高く評価されるが、この機会に新たな安定な繊維化モデル動物の作製に挑

むことが期待される。 
 
 
３．研究体制 
 各研究機関との連携、共同研究がよく機能したと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 モデル動物の作製を通して、本研究課題を支えており、全体の進歩に応じてその

役割を果たしている。今後、より一層の努力と新規モデルの開発が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ３（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析

から創薬まで 
代表機関・代表研究者 ：東北大学・青木淳賢 

 
 
１．総評 
 本研究課題で取り上げている NPP は、細胞増殖や遊走、創傷治癒などに関わる病

態的意義の高いタンパク質群であり、ターゲットタンパク研究プログラムで取り上

げるのにふさわしいものといえる。 
 すでに機能解析の面では NPP2 の肺線維症への関与、MPP6 の腎近位尿細管にお

けるコリン再吸収の促進作用を見出す等大きい成果を上げているが、さらに NPP 活

性の測定法を開発し、化合物スクリーニングにより NPP2 阻害リード化合物を見出

したことも高く評価できる。 
 中間評価においては NPP タンパク質の構造決定の遅れについて指摘を受けていた

が、平成 22 年度から高木グループ（大阪大学）が参画し、GlcNac Tn-1 が欠損した

HEK293 細胞で発現させ、ターゲットタグ精製系にて精製することで、NPP2、
NPP6、NPP1 の構造解析に成功している。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
  
 
２．研究の進捗状況について 
 NPP2 に対するモノクローナル抗体がマウスの肺繊維化を抑制することを見出し、

NPP2 の疾患との関わりを明らかにしている。NPP2 のタンパク質の結晶化と構造

解析に成功し、ソマトメジン B 様ドメインとヌクレアーゼ様ドメインの意義を明ら

かにし、さらに脂肪酸種の異なる 5 種類の LPA との複合体の立体構造を決定し、ま

た内在性の LPA が NPP2 に結合していることを同定した。これらの成果は基礎研究

として優れていると考えられるのみならず、研究計画に沿っている点も評価できる。 
 東京大学長野グループとの共同により化合物スクリーニングを行い、阻害化合物

を同定している。さらにゼブラフィッシュを用いてNPP2の血管形成制御機能を見出

し、化合物の選択にこの高次機能解析を応用している。基礎研究と研究の実用化が

結びついた良い例と判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 参画する青木グループ（東北大学）、濡木グループ（東京大学）、高木グループ

（大阪大学）のそれぞれが適切に役割を分担し、特に構造解析の領域で著しい相乗

効果が得られていると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 NPP2 に対する阻害化合物は、難治性疾患であり有効な治療法のない突発性間質

性肺炎の治療薬開発に貢献する可能性がある。製薬会社との共同研究契約締結がさ

れたことによりアカデミア発の薬剤開発が期待される。今回明らかにした共結晶構

造を基に、阻害化合物の最適化が著しく促進されることが期待される。 
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５．その他特記事項 
 参画する3グループの共著による論文がNature Struct. Mol. Biol.誌に掲載され、

報道機関を通じて社会的にも注目されている点は本課題の特記すべき事項である。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ３－Ａ（機関の評価） 
課題名：がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析

から創薬まで 
代表機関名：東北大学 
機関名・研究者名：東北大学・青木淳賢 
分担研究内容：がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構

造解析から創薬まで 
 
 
１．総評 
 すでに機能解析の面では NPP2 の肺線維症への関与、MPP6 の腎近位尿細管にお

けるコリン再吸収の促進作用を見出す等大きい成果を上げているが、さらに NPP 活

性の測定法を開発し、化合物スクリーニングにより NPP2 阻害リード化合物を見出

したことも高く評価できる。 
 中間評価においては NPP タンパク質の構造決定の遅れについて指摘を受けていた

が、平成 22 年度から高木グループ（大阪大学）が参画し、GlcNac Tn-1 が欠損した

HEK293 細胞で発現させ、ターゲットタグ精製系にて精製することで、NPP2、
NPP6、NPP1 の構造解析に成功しており、十分な成果が得られていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 機能解析と創薬の面で十分な成果が得られていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 タンパク質の合成・構造解析において良い共同研究組織を構築したことが、成果

に結びついたものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 間質性肺炎の治療薬開発に発展することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ３－Ｂ（機関の評価） 
課題名：がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析

から創薬まで 
代表機関名：東北大学 
機関名・研究者名：東京大学・濡木理 
分担研究内容：NPP ファミリータンパク質の結晶構造解析 

 
 
１．総評 
 すでに機能解析の面では NPP2 の肺線維症への関与、MPP6 の腎近位尿細管にお

けるコリン再吸収の促進作用を見出す等大きい成果を上げているが、さらに NPP 活

性の測定法を開発し、化合物スクリーニングにより NPP2 阻害リード化合物を見出

したことも高く評価できる。 
 中間評価においては NPP タンパク質の構造決定の遅れについて指摘を受けていた

が、平成 22 年度から高木グループ（大阪大学）が参画し、GlcNac Tn-1 が欠損した

HEK293 細胞で発現させ、ターゲットタグ精製系にて精製することで、NPP2、
NPP6、NPP1 の構造解析に成功しており、十分な成果が得られていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析の面で十分な成果が得られていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 タンパク質の合成・構造解析において良い共同研究組織を構築したことが、成果

に結びついたものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 間質性肺炎の治療薬開発に発展することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 3 機関の共著論文作成において中心的な役割を果たしたものと理解できる。 

101



 
医学・薬学等への貢献：Ｂ３－Ｃ（機関の評価） 
課題名：がんや様々な疾病に関与する NPP ファミリータンパク質の機能構造解析

から創薬まで 
代表機関名：東北大学 
機関名・研究者名：大阪大学・高木淳一 
分担研究内容：NPP ファミリータンパク質の発現と精製 
 

 
１．総評 
すでに機能解析の面では NPP2 の肺線維症への関与、MPP6 の腎近位尿細管にお

けるコリン再吸収の促進作用を見出す等大きい成果を上げているが、さらに NPP 活

性の測定法を開発し、化合物スクリーニングにより NPP2 阻害リード化合物を見出

したことも高く評価できる。 
 中間評価においては NPP タンパク質の構造決定の遅れについて指摘を受けていた

が、平成 22 年度から高木グループ（大阪大学）が参画し、GlcNac Tn-1 が欠損した

HEK293 細胞で発現させ、ターゲットタグ精製系にて精製することで、NPP2、
NPP6、NPP1 の構造解析に成功しており、十分な成果が得られていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 HEK293 細胞を用いた発現系でリコンビナントタンパク質を発現・精製し、構造

解析において十分な貢献をしたものと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 タンパク質の合成・構造解析において良い共同研究組織を構築したことが、成果

に結びついたものと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 間質性肺炎の治療薬開発に発展することが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構

造・機能解析と治療法開発 
代表機関・代表研究者 ：大阪大学・熊ノ郷淳 

 
 
１．総評 
 2 つの研究グループが補完して、構造解析、機能解析が進み、大いに成果を上げた。

優れた業績、適切なチーム運営、高く評価すべきであり、今後創薬につながること

が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは、大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 構造解析が非常に困難なタンパク質群の構造解析に成功し、クラス 6 セマフォリ

ン（Sema6A）、そのレセプターPlexin-A2 の細胞外領域の立体構造を決定した。そ

の他セマフォリン関連タンパクの結晶化と構造を決定したことは高く評価できる。  
さらに動物細胞を用いた生産、精製の技術システムに実用化の開発は評価できる。

機能解析からさらには疾患との関連性に関する研究に進展させた。インパクトのあ

る論文を発表するなどターゲットタンパク研究プログラムへの貢献が大きい。また、

機能解析では著しい成果を上げて Nature Immunol をはじめ多くの雑誌に論文を発

表した。 
 
 
３．研究体制について 
 本課題は機能解析チームと化合物探索チームの組み合わせであるが、研究課題内

での連携、情報共有は密で非常に成果が上がり、他に機能解析チームが構造解析の

専門家と密に連携しており、今回の成功に結びついていると判断されることから、

優れたマネジメントの上に本課題の成功があると評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 Sema6A-Plexin-A2 複合体の構造解析、細胞内のシグナル分子の改造解析が進ん

だことから、さらに詳細な分子機構の解明が進むと判断される。基礎研究としても

成果が上がっているが、この結果を受けて、さらに疾患との関連性を調べてより広

い医療への応用を目指すことが期待され、創薬研究が加速されることが期待される。

特に、制御領域より化合物の提供を受けて研究を進めているため、アトピー性疾患

等の治療薬開発が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構

造・機能解析と治療法開発 
機関名・研究者名：大阪大学・熊ノ郷淳 

分担研究内容：セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした

構造・機能解析と治療法開発 
 
１．総評 
研究代表者として同じ研究機関の蛋白研研究者と共同でクラス６のセマフォリン、

セマフォリンレセプターの構造決定を行い、セマフォリンの機能解析に多大な成果

を上げた。構造解析、機能解析、いずれも初期の目標を達成している。特に構造解

析の進展は目覚ましく、高く評価すべき。更に神経・免役のクロストークの概念を

明らかにしてアトピー治療の可能性を明らかにした。 
 今後は創薬ターゲットとしての情報が得られるような研究を進めていくことが期

待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
研究目的に沿って、セマフォリン関連の構造解析、機能解析ともに順調に進捗し

た。大変優れている。 
 
 
３．研究体制について 
研究グループの若手の指導も行き届き、構造解析、機能解析にも機能した。大変

優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

今後はこの成果に基づき薬剤の開発が十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
なし 
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医学・薬学等への貢献：Ｂ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：セマフォリンおよびセマフォリン受容体分子群をターゲットにした構

造・機能解析と治療法開発 
代表機関名：大阪大学 
機関名・研究者名：横浜市立大学・五嶋良郎 
分担研究内容：セマフォリンシグナルの機能解析及び Sema3A アゴニスト、アン

タゴニストのスクリーニングとドラッグデザイン 
 
 
１．総評 
 代表研究者と共同でセマフォリン 3A 結合化合物をライブラリーより見出し、構造

と機能の関係を調べたことより、疾患との関係を知るという基礎的な研究が治療法

開発への基礎的な情報となる。ターゲットバリデーションが成功すれば治療の点で

さらに多くの注目を受ける成果となる可能性がある。また、Sema3A のシグナル伝

達に多大な成果を上げ多くの論文にも発表したことは評価できる。今後は同定した

化合物の特異性の検証が必要である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 化合物探索を分担しており、スクリーニングを試みているが大きな成果とは言え

ない。構造解析と機能解析の進歩との格差があると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 主任研究者との連携がとれていて化学物の探索に特化していて研究体制は優れて

いる。 
 
 
４．今後の展望について 
 セマフォリンの神経系における機能解析は注目すべきものがあり、今後の発展に

期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～ターゲットタンパク研究（個別課題）～ 

２－３ 「食品・環境等の産業利用」分野 
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食品・環境等の産業利用：Ａ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機

能解析 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・永田宏次 

 
 
１．総評 
 本研究課題は、昆虫の性フェロモン合成に関与するフェロモン生合成活性化ペプ

チド(PBAN)、その受容体(PBANR)、ならびに性フェロモン生合成の鍵酵素の構造

と機能の解明を目指したものである。本研究課題では、PBAN 活性断片の NMR 構

造の決定に成功している。そして、PBAN の C 末端アミド化の役割を構造レベルで

明らかにしている。C 末端がアミド化されるホルモン様ペプチドや神経ペプチドは

多いが、C 末端アミド化の役割が明らかになったのはこれが初めてである。しかし、

PBANR については結晶化することができたが、その構造を決定することはできな

かった。PBAN と PBANR の複合体の構造も決定されていない。また、性フェロモ

ン生合成の鍵酵素については研究が進展していない。構造に基づいたアンタゴニス

トの設計や性フェロモン生合成酵素の機能改変などの研究も遅れている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは特段優れているとは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 研究初期の段階で、分析対象とするタンパク質の選択などに関して適切でない点

があった。これも研究の進展が遅れている一因になったと判断される。研究開始前

の準備・計画が万全でなかったと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 参画研究者は、構造解析、化学合成、遺伝子解析など役割分担を明確にし、連絡

を密に取り、共同研究を推進している。研究体制は適切であったと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 残された期間で目的が達成できる可能性は小さいと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

109



 
食品・環境等の産業利用：Ａ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機

能解析 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・永田宏次 
分担研究内容：害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構

造・機能解析 
 

 
１．総評 
 本研究課題は、昆虫の性フェロモン合成に関与するフェロモン生合成活性化ペプ

チド(PBAN)、その受容体(PBANR)、及び 2 種類の性フェロモン生合成の鍵酵素の

構造と機能の解明を目指したものである。本代表機関では、PBAN 活性断片の

NMR 構造の決定に成功した。また、PBAN の C 末端アミド化の役割を構造レベル

で明らかにした。C 末端がアミド化されるホルモン様ペプチドや神経ペプチドは多

いが、C 末端アミド化の役割が明らかになったのはこれが初めてである。しかし、

PBANR については、結晶化は行われているが、その構造は決定されていない。

PBAN と PBANR の複合体の構造も決定されていない。また、性フェロモン生合成

の鍵酵素については研究が進展していない。所期の目的を達成しているとは考えら

れない。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初計画された PBAN と PBANR 複合体の結晶作製とその構造決定などの研究の

進展は遅れている。研究初期の段階で、分析対象とするタンパク質の選択などに関

して適切でない点があった。これも研究の進展が遅れている一因になっていると判

断される。研究開始前の準備・計画が万全でなかったと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 参画研究者は、構造解析、化学合成、遺伝子解析など役割分担を明確にし、連絡

を密に取り、共同研究を推進している。研究体制は適切であったと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 残された期間で研究目的がすべて達成できる可能性は小さいと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の構造・機

能解析 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・松本正吾 
分担研究内容：害虫の繁殖抑制に応用可能なリガンドと受容体膜タンパク質の機

能解析 
 
 
１．総評 
 本研究課題は、昆虫の性フェロモン合成に関与するフェロモン生合成活性化ペプ

チド(PBAN)、その受容体(PBANR)、ならびに性フェロモン生合成の鍵酵素の構造

と機能の解明を目指したものである。本分担機関では、決定された立体構造に基づ

いて PBANR に対するアンタゴニストの設計、性フェロモン生合成酵素の高機能化

や機能改変を目指した研究を行う予定であった。しかし、その目標は十分達成され

ていない。そのかわりに、アンタゴニスト探索のための細胞系や複合体形成のアッ

セイ系を作製する研究を展開している。また、性フェロモン生合成の鍵酵素の活性

測定系も構築している。しかし、それらの系も実際のスクリーニングに利用される

段階になっていない。報告書に記載されている発表論文 10 編も大部分は本研究課題

に関連していない。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 アンタゴニスト探索のための細胞系や複合体形成のアッセイ系を作製する研究の

進展は見られるが、本来の目的である立体構造に基づいた PBANR に対するアンタ

ゴニストの設計、性フェロモン生合成酵素の高機能化や機能改変を目指した研究は

進んでいない。 
 
 
３．研究体制について 
 参画研究者は、構造解析、化学合成、遺伝子解析など役割分担を明確にし、連絡

を密に取り、共同研究を推進している。研究体制は適切であったと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 残された期間で目的が達成できる可能性は小さいと判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ２（機関の評価） 
課題名：抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機能解析 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・大西康夫 
分担研究内容：抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な鍵酵素の構造・機

能解析 
 
 
１．総評 
 この研究課題は微生物学における普遍的生命現象との関係やそのより具体的な産

業上への応用から重要なものである。 
 研究としては微生物や植物由来の A-ファクター関連酵素など多数のタンパク質の

構造解析は進展し、精力的に解析が行われていると判断される。構造決定されたタ

ンパク質の特許は少ないが論文発表は年々増加している。さらなる研究成果の発表

が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初の目標にあげた A-ファクター生合成酵素などは十分な結晶が得られないなど

一部未完成な部分はあるが、その他の複数の酵素について構造解析の成果が得られ

ている。しかし、産業応用に直結する酵素機能の改変・改良については、さらなる

展開が必要と判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 これまで同じ大学・研究科内で研究体制を構成しており、また常時、意見交換・

発表会を開催しており、研究体制は優れていると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 本研究課題は学術、産業上、その進展が期待されている。その期待に応えるべく、

目標を明確にし、研究を進めることができれば有望な研究領域となることが期待さ

れる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ３（機関の評価） 
課題名：乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構

造・機能解析 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・田之倉優 
分担研究内容：乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質

の構造・機能解析 
 
 
１．総評 
本研究課題によって、転写因子 AREB1 のシグナル伝達系の上流因子であるホル

モン ABA と受容体が結合した複合体の X 線結晶構造の決定に成功し、植物の環境

ストレス応答の制御に関与する ABA 認識の分子構造が明確になった。これは、日本

初の大きな成果である。 
AREB1 シグナル伝達系の上流因子の探索も進めており、今後の研究の進展が期待

できる。植物生理学、分子生物学と構造生物学の研究者がよく連携しており、国際

的に評価の高い共著の論文が出ている点は高く評価できる。学術的そして産業的に

も調和した研究課題であり、応用に向けた展開が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

ABA と受容体との複合体の X 線結晶構造を決定し、シグナル伝達の機構を考察す

るなど、進捗状況は大変優れている。 
 
 
３．研究体制について 
植物生理学、分子生物学と構造生物学の研究者がよく連携しており、国際的に評

価の高い共著の論文が出ているなど、研究体制も大変優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

本研究によって、環境ストレス応答を抑制した植物品種の作出など、ホルモン

ABA が関与する植物のストレスに対する抵抗性や頑強性を制御することが可能にな

った。これらの面における今後の発展が、十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能

解析 
代表機関・代表研究者 ：名古屋大学・松岡信 

 
 
１．総評 
 ジベレリン受容体（GID1）、信号伝達抑制因子（DELLA）、抑制分解因子

（GID2）の立体構造解明と構造に基づいたジベレリン信号伝達機構の解明を目指し、

代表機関と分担機関の連携体制が効率的・効果的に機能している。両者が共同で、

GID1 の立体構造解明や分子進化のモデルなど、大きな成果が得られた。一方、

SIR1 や GID2 の構造解析、技術移転等は今後の課題である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 わが国で発見された植物成長調節物質であるジベレリンのシグナル伝達系におい

て重要な役割を果たす 3 種のタンパク質 GID1, DELLA, GID2 の立体構造及びリガ

ンドとの複合体の構造解析を目的として推進された研究である。ジベレリンと GID1
複合体の立体構造が解明された点で高く評価できる。DELLA, GID2 の構造解析は

現在進行中である。今後の成果が期待できる。 
 代表研究者の目的である「分子育種」への取り組みがやや弱いと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 各研究機関は協力して GID1-GA 複合体の構造解析の成果を挙げており、研究協

力体制は優れている。但し、京大グループが構造解析を指導したのは名大グループ

大学院生 1 人（もう 1 人のポスドクは本成果に無関係）であり、人材育成のさらな

る活性化が望まれる。 
 
 
４．今後の展望について 
 成果の具体的な社会への還元・技術移転が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析 
代表機関名：名古屋大学 
機関名・研究者名：名古屋大学・松岡信 
分担研究内容：乾環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構

造・機能解析 
 
 
１．総評 
 本研究課題は、乾環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構

造・機能解析であり、ジベレリン受容体の構造解析が主な研究である。ジベレリン

受容に関わる分子群の構造解析から、ジベレリンのシグナル伝達経路を明らかにし、

それを基にストレス耐性作物につなげようというものである。本研究機関では主に

GID1 の構造解析、それに基づいたジベレリン感受性変異体など学術的に高水準の成

果が得られ、この分野において国際的に最先端の研究グループである。今後、応用

面での具体的展開を期待したい。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 GA-GID1 複合体の構造解析に成功し、植物ホルモンの一つであるジベレリンの受

容機構を構造面から解析した。GID1-GA 複合体の構造解明によって、ジベレリン受

容体のアゴニスト、アンタゴニストの設計の可能となることが期待される。ジベレ

リンシグナルの抑制因子である DELLA タンパク質や抑制分解因子 GID2 の構造解

析がなされ、ジベレリンシグナル調節物質の発見が期待される。 
 
 
３．研究体制について 
 分担機関である京都大学を率いる形態で連携体制が整い、効率的に研究が行われ

ている。人材育成もなされている。  
 
 
４．今後の展望について 

ジベレリン受容体 GID1 に続き、DELLA、GID2 の構造解析が期待される。これ

らのジベレリンシグナル伝達に関与するタンパク質の構造から、ジベレリンの分子

レベルでのシグナル伝達の全容が解明され、このシグナルを制御できる分子が発見

されることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構造・機能解析 
代表機関名：名古屋大学 
機関名・研究者名：京都大学・加藤博章 
分担研究内容：ジベレリン信号伝達因子群の静的動的 X 線結晶構造解析 

 
 
１．総評 
 本研究課題は、乾環境ストレス耐性作物の開発に役立つ転写制御タンパク質の構

造・機能解析で、ジベレリン受容体の構造解析を分担している。代表機関の松岡グ

ループとともに GA-GID1 複合体の構造を明らかにした点は、高く評価できる。一

方、目標としていた SIR1 や GID2 の構造解析はなされておらず、今後の進捗が期

待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 GA-GID1 複合体の構造解析に成功し、植物ホルモンの一つであるジベレリンの受

容機構を構造面から解析した。 
 
 
３．研究体制について 
 2 つのチームが共同で研究を推進している。立体構造の解析を本研究チームが担当

していると判断されるが、研究グループごとの分担に具体性が見えにくい。 
 
 
４．今後の展望について 
 これまで未解明であったジベレリンシグナル伝達系の数種のタンパク質の構造を

明らかにし、ジベレリンシグナルの分子レベルでの伝達メカニズムを受容体とリガ

ンド、また、これらのシグナル伝達を制御する分子群について、構造が明らかにさ

れ、細胞内シグナル伝達の詳細な分子レベルでの解析が進むことが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ５（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの

構造生物学 
代表機関・代表研究者 ：東京工業大学・村上聡 

 
 
１．総評 
この研究課題は現在わが国において大きな問題となっている、家畜の感染症及び

それに利用される抗生物質の多剤耐性化克服に関係する重要な課題である。したが

って、社会からの期待も多い研究課題である。従って、その成果が実際に応用され

ることが期待されている。  
研究期間中には代表研究者の東京工業大学への所属機関の異動があり、また、結

晶作成中に、他のグループによる先行発表 (MexB の構造解析) があるなど、当初の

目標に至っていないと判断される。勿論、大腸菌の多剤排出トランスポーターAcrB
の結晶構造を以前より高分解能で決定することに成功しており、機能に関してもい

くつかの知見を得ている点は評価できるが、PDB 登録特許申請もなく、論文も極め

て少なく、所期の目的を達成しているとは思われないが、それまでのデータについ

てできるかぎり早期に論文化することが望まれる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは特段優れているとは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 代表研究者が、排出トランスポーターと膜融合タンパク質との間の相互作用の強

い細菌（緑 膿菌の類縁菌）を発見したことは一定の成果と言える。また、多剤耐

性トランスポーターの構造について、MexB の精密化や ArcB の基質選択部位の発見、

三量体の回転メカニズムの解析がなされたことも評価できる。しかし、主要目標で

ある排出トランスポーターと膜融合タンパク質との複合体全体の構造解析は達成さ

れておらず、またその構造解析に必要な条件も整っている状況でない。機能解析に

関しても、発現制御の解析だけであり、十分とは言えない。 
 
 
３．研究体制について 
 代表研究者の異動、分担機関の分担研究者の退職による離脱などの大きな変動に

より、研究に遅れが生じ連携も疎になった時期があったが、成果報告書によれば、

分担研究者との連携は十分にとれており、マネジメントは概ね適切と判断される。

しかし、このような極めて難度の高い結晶化についてはプログラム内外の研究者と

連携すべきであった。 
 
 
４．今後の展望について 
 多剤耐性トランスポーター複合体の構造を基に、阻害剤をデザイン、探索する計

画は、未だ到達困難な目標である。しかし、当該課題予算の大半を代表研究者が活

用していることから、今後は、本課題を通じて整備した基盤を基に、不退転の覚悟

で掲げた目標（複合体の結晶化）に責任感をもって対処すべきである。それができ

れば、多剤耐性機構が明らかになり、その成果は充分に社会・技術還元として実を

結び得ると判断される。 
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５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ５－Ａ（機関の評価） 
課題名：多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの

構造生物学 
代表機関名：東京工業大学 
機関名・研究者名：東京工業大学・村上聡 
分担研究内容：多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナ

リーの構造生物学 
 

 
１．総評 

PDB 登録、特許もなく、論文も少ないなど、十分な成果が挙がっているとは言い

難い。当初掲げた目標には到達していないものの、プロジェクト期間が終了してい

る。世界的に困難なテーマと目されているなかで、一定の進捗がみられたため、今

後の成果が期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
大腸菌の多剤排出トランスポーターAcrB の結晶構造を以前より高分解能で決定す

ることに成功した。機能に関してもいくつかの知見を得ている。しかし、新たな複

合体の結晶構造の解明には至っていないので、十分な成果が上がっているとは言い

難い。PDB 登録、特許もなく、論文も少ない。 
 
 
３．研究体制について 
本課題のような極めて難度の高い結晶化についてはプログラム内外の研究者と連

携すべきであり、十分な研究体制とは言い難い 
 
 
４．今後の展望について 

本課題を通じて整備した基盤を基に、不退転の覚悟で掲げた目標（複合体の結晶

化、それに基く機能解明）に責任感をもって対処すべきであり、一段の努力を期待

したい。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 

119



 
食品・環境等の産業利用：Ａ５－Ｂ（機関の評価） 
課題名：多剤耐性化の克服を目指した薬剤排出トランスポート・マシーナリーの

構造生物学 
代表機関名：東京工業大学 
機関名・研究者名：大阪大学・山下栄樹 
分担研究内容：多剤排出トランスポート・マシーナリー複合体の回折実験と解析 

 
 
１．総評 
結晶作成と構造解析を担当している３機関（東京工業大学、北里研究所（平成１

９年度～平成２１年度）、大阪大学）の中では、一番進んでいるように判断される。

しかし、緑膿菌多剤排出トランスポーターMexB について、結晶の精密化を進めた

が、目標であったトランスポーター複合体の全体像の解明には至っていないため、

今後の一層の進展が必要である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
多剤排出トランスポーターMexB と MexA の結晶構造の解明と、外膜チャンネル

OprM と MexA の複合体の構造解明を目指している。本課題では、結晶化されたタ

ンパク質の X 線結晶解析を行い、いくつかのタンパク質については構造を解明でき

たとしている。しかし、その構造的特徴や機能との関係については報告書に記載が

ない。また、機能解析は他のグループの担当であるとして関心が示されていない。

PDB 登録特許申請もなく、論文もないため、初期の目的を達成しているとは判断さ

れない。 
 
 
３．研究体制について 
研究体制については、代表研究者の問題かも知れないが、役割分担等が一定でな

く不明確であり、十分とは言い難い。構造解析と機能解析を過度に隔絶したのでは、

最先端分野においては、十分効果的に研究を推進できないと判断される。 
 
 
４．今後の展望について 

不退転の覚悟で掲げた目標（複合体の結晶化）に責任感をもって対処すべきであ

り、一段の努力を期待したい。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ６（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロ

ジー研究 
代表機関・代表研究者 ：理化学研究所・伊藤昭博 

 
 
１．総評 
酵素 SIRT3 の構造および機能解析を目標として部分的には目標を超える成果が上

がっているが、ケミカルバイオロジーで見出された化合物に関する研究は始まった

ばかりで、複合体の構造解析などの遅れが見られることや、構造と機能の連携に基

づく解析が十分でないなどの点が懸念される。酵素 SIRT3 の機能を明らかにするこ

とは、健康問題につながる成果として国際的なインパクトは大きいと判断されるた

め、今後一層のマネジメントの強化による研究の進展が期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

SIRT3 の結晶化に成功したが、主目的である SIRT3 の分子機能の解明はまだ途中

段階にある。一方、技術開発研究チームと連携して、SIRT3 に対して阻害活性を有

する化合物をスクリーニングするケミカルバイオロジーのプロジェクトはうまく進

んでおり、SIRT3 発現をノックダウンする shRNA の選択などの成果が出ている。  
しかし、論文発表、特許申請、外部への研究成果等の発信は不十分であるため、

今後努力すべきである。 
 
 
３．研究体制について 
技術開発研究チームと連携して SIRT3 に対する阻害剤を新規同定することに成功

するなど、研究機関間の連携がよく進んでいる。 
 
 
４．今後の展望について 

構造解析については、目的タンパク質の断片と阻害剤の共結晶化が進んでいるた

め、一部分の構造は解析することが期待される。トランスジェニックマウスを用い

た個体レベルでの解析が今後進むことにより、in vitro のスクリーニング系で得られ

た SIRT3 阻害剤の産業応用まで検討することが期待される。一段のスピードアップ

に向けて体制を見直し、期間内での目標達成が期待される。技術移転・普及に関す

る取り組みも期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ６－Ａ（機関の評価） 
課題名：エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロ

ジー研究 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：理化学研究所・伊藤昭博 
分担研究内容：エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバ

イオロジー研究 
 
 
１．総評 
ミトコンドリア脱アセチル化酵素 SIRT3 について、化合物ライブラリからの大規

模スクリーニングを実行し、新規阻害剤の同定に成功している。そのための機能評

価系もプログラム内の他課題と連携して開発された新しいシステムを 2 段階で行っ

ていることは評価できる。順調な滑り出しと言えるが、構造解析まではかなりの時

間を要すると判断される。SIRT3 と阻害剤候補化合物との結合について分子シミュ

レーションや変異体解析など、今後一層加速し取り組むことが必要である。また、

現状では論文発表が少ない。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
技術開発研究チームとも連携して、ミトコンドリア脱アセチル化酵素である

SIRT3 に対して阻害活性を有する化合物のスクリーニングに成功するとともに、

SIRT3-阻害剤共結晶構造解明の基礎となる SIRT3 の結晶化に成功するなど、大変優

れていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
化合物ライブラリからの大規模スクリーニングをおこなって新規阻害剤の同定を

進めるなど、研究は順調に進展しており、研究体制は優れている。 
 
 
４．今後の展望について 

SIRT3 と阻害剤候補化合物との結合について分子シミュレーションや変異体解析

を進めることによって、十分に研究成果が期待できる。成果の論文発表に努力して

いただきたい。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ａ６－Ｂ（機関の評価） 
課題名：エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカルバイオロ

ジー研究 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：東京大学・高橋伸一郎 
分担研究内容：SIRT3 の in vivo 機能解析 

 
 
１．総評 
本課題の目的は、特異的な SIRT3 の活性制御剤を開発し、それを用いて SIRT3

の生理機能を解明すること、SIRT3 モデルマウスを用いて SIRT3 の生理機能や得ら

れた化合物の疾患治療予防活性を調べることが記載されているが、これまでの研究

内容は SIRT3 活性制御剤を探索するアッセイ系を構築するための基礎研究にとどま

っており、ケミカルバイオロジーで見出された化合物に関する研究は行われていな

いように判断される。代表研究者との連携を密にして、分担研究の目的を達成する

ことが期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
研究の目的の達成に向けて進展しているが、十分とは言えない。論文発表、特許

申請、外部への研究成果等の発信も少ない。 
 
 
３．研究体制について 
現状では十分な体制とは判断されないため、分担研究の目的達成に向けて代表研

究者との連携を密にすべきである。 
 
 
４．今後の展望について 

代表研究者との連携を密にして研究方針を再確認するなど、一層の努力が期待さ

れる。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの

環境問題の解決に向けて 
代表機関・代表研究者 ：熊本大学・寺沢宏明 

 
 
１．総評 
 齧歯類のペプチド性フェロモン ESP ファミリーの構造を解析し、受容体を同定し

て受容体との結合面を確認するなど、当初の研究目標は達成されている。今後は行

動への影響の検証など残った問題点の解析の進展が期待される。 
 業績は十分であるが、研究の内容をヒト社会へ応用した場合の展望についての見

解・目的意識をより明確にすべきである。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初の目標に沿って順調に進んでおり、成果の論文発表も順調である。すなわち、

個体レベルの機能評価により、ペプチド性フェロモン ESP1 の受容体が決定されて

いる。この受容体の機能発現系の構築については達成されていないものの、トラン

スジェニックマウスを作出して機能解析を行う、個体の生理的変化を指標とするア

ッセイ系を構築するなど、当初の目標に迫る成果を上げていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 多数回の連絡会を開き、情報交換に努力しており、その成果が出ていると判断さ

れる。ただし、熊本大学と東京大学の間の分担関係が明確でない部分があると判断

される。成果報告書に両者の関係をもう少し明確にすべきであった。 
 
 
４．今後の展望について 
 本プログラムの成果を活用して産業界と共同研究を進めている課題であり、成果

の社会への還元、技術移転・普及に関する取り組みに期待できる。しかし、効果の

ある化合物が見つかった場合に、環境への影響配慮はどのように進めるか、その方

向性について検討すべきである。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの

環境問題の解決に向けて 
代表機関名：熊本大学 
機関名・研究者名：熊本大学・寺沢宏明 
分担研究内容：齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネ

ズミの環境問題の解決に向けて 
 
 
１．総評 
 当初の目的に沿って順調に進んでいると判断される。齧歯類のペプチドフェロモ

ン ESP、その受容体、その複合体の構造決定、そしてそのアゴニスト、アンタゴニ

ストの同定に関する研究は順調に進んでいると判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初設定した目標に向かい研究は順調に進んでいるが、本研究機関で得られた研

究成果の論文発表は十分でないと判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 共同の研究目的に対し、体制を整え、成果が上がっていると判断される。しかし

ながら、両者の分担が明確でない部分がある。 
 
 
４．今後の展望について 
 マウスやラットにおける行動への影響などが明らかになれば、産業への技術移転

などが可能となると判断される。この方向性への積極的な取り組みが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの構造と機能の解明：ネズミの

環境問題の解決に向けて 
代表機関名：熊本大学 
機関名・研究者名：東京大学・東原和成 
分担研究内容：齧歯類ペプチド性フェロモン ESP ファミリーの機能解析 

 
 
１．総評 
齧歯類のペプチド性フェロモン ESP ファミリーの構造、その受容体の解析、

ESP-受容体の機能を制御するアゴニスト、アンタゴニストの同定を目指した研究の

成果は上がっている。特に ESP ファミリーの機能に関して優れた結果が得られてい

る。論文(Nature 論文を含む)、特許出願など高く評価できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初設定した目標に向け順調に進んでいると判断される。齧歯類のペプチド性フ

ェロモン ESP ファミリーの構造、その受容体の解析、ESP-受容体の機能を制御す

るアゴニスト、アンタゴニストの同定を目指した研究で大きな成果が得られている。

特に、ESP ファミリーの機能に関して優れた成果が得られている。論文(Nature 論

文を含む)発表など高く評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 代表機関と共同の研究目的に対し、研究体制を整え成果が上がっていると判断さ

れる。ただし、両者の役割分担が明らかでない部分がある。 
 
 
４．今後の展望について 
 マウスやラットにおける影響などが明らかになれば、産業への技術移転などが可

能になると考えられる。この方向性への積極的な取り組みが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 

126



 
食品・環境等の産業利用：Ｂ３（機関の評価） 
課題名：多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の構造生物学とその食品・環

境分野への応用 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：京都大学・橋本渉 
分担研究内容：多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の構造生物学とその食

品・環境分野への応用 
 
 
１．総評 
本課題は、「超チャネル」と呼ばれる細菌の細胞表層に存在する多糖輸送・分解

システムを構成するタンパク質のネットワークの構造と機能を明らかにし、多糖分

解酵素の機能を用いた新規食品多糖の開発や、細菌感染症の治療などを目指したも

のである。実施期間中に受容体、酵素それぞれについて構造解析及び機能解析が精

力的に行われ、目標達成に迫る成果が上げられている。多糖分解酵素の反応特性が

調べられるなど、応用展開へのシーズとなり得る成果が蓄積されている。しかし、

産業への応用研究につなげられるかは未知である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

Sphingomonas 属細菌 A1 株の「超チャネル」を構成する細胞表層タンパク質ネッ

トワークに注目し、多糖分解酵素群の構造と機能を明らかにする研究で、広く多く

の分子について研究が展開された。アルギン酸の細胞表層受容体、ABC インポータ

ー、多糖分解酵素の X 線構造解析ならびに機能解析において、当初計画の達成に迫

る成果が上げられている。しかしながら、産業への応用として掲げられた、新規食

品多糖の開発やバイオフィルム除去からの感染症治療などを目指した研究は達成さ

れておらず、取り組みが不足している。 
 
 
３．研究体制について 
単独機関で研究が進められていながら、解析難度の高いタンパク質の分析技術に

ついて、ほかのグループからの情報入手に努めるなどして他機関との連携が功を奏

している。また情報発信についても十分な配慮がなされている。 
 
 
４．今後の展望について 

基礎研究の順調な進捗により、ABC インポーターによる多糖の取り込み機構、各

種の多糖分解酵素に関する基礎的な構造・機能の研究において成果が蓄積された。

産業応用への期待は高いため、今後は応用を目指した機能改変を念頭に置いた構造

解析が進められ、食品・環境分野へ応用展開されることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ４（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良 
代表機関・代表研究者 ：京都大学・三木邦夫 

 
 
１．総評 
 新規炭酸固定経路に関わる三種類の酵素の構造解析と機能解析は、いずれも目標

通り順調に進展し、論文発表も順調である。より具体的には、新規な炭酸固定経路

に係わる酵素の機能や構造解析で優れた成果が得られている。酵素変異体を利用し

た機能解析は重要な成果と判断される。巨大分子 AMP phosphorylase の構造決定は

大きな成果である。また、新規炭酸固定経路の酵素 Tk-Rubisco の変異体酵素を作製

し、構造や機能の変化について解析を進めている。それだけに、欧米との競合状況

と世界の中での本研究の位置づけを一段と明確にし、国家戦略とよぶことができる

方策を樹立すべき時期にきていると判断される。また、代表研究者のグループは X
線結晶解析を得意とするチームである。タンパク質の構造解析は、多大な情報を与

えてくれるはずであるが、立体構造の解析の先にあるものが、現状では、なかなか

見えにくい。早期に産業界との連携を強力に進め、改変 Rubisco の有効な利用方法

の提示が必要と判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 研究は進展しており、PDB 登録、論文発表も順調である。具体的には、 
１） Thermococcus kodakaraensis （ Tk) 由来 AMP phosphorylase, ribose-1,5-
bisphosphate (R15P) isomerase の二つについて結晶構造を決定するという目標を達

成した。前者については多量体形成の意義を明らかにし、後者については活性に重

要な残基を特定し、反応機構を提唱した。 
２）光合成を行わない Tｋが、なぜ、Rubisco を持っているのか、Rubisco の前工程

で働く２酵素（AMP phosphorylase、R15P isomerase）の機能解析を行った。その

結果、上述の経路が、核酸の資化や量的制御に関わるという生理学的役割を解明し

た。 
３）Tk-Rubisco の結晶構造を基に、より高活性の変異体の取得に成功した。 
 
 
３．研究体制について 
 代表研究者と分担研究者を炭酸固定系酵素について、細胞内機能解析、新しい機

能を有する酵素の創製の役割を分担し、協力し合い研究を進めている。ただし、代

表研究者、分担研究者、及び、主に研究を推進していると判断される研究者、各々

の分担と成果に関しては、報告書からは必ずしも明確ではない。 
 
 
４．今後の展望について 

産業界との連携については、先方からのアプローチを待っているのではなく、攻

め込んで行くくらいの積極性をもって推進すべきである。 
 
 

128



 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ４－Ａ（機関の評価） 
課題名：新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：京都大学・三木邦夫 
分担研究内容：新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良 

 
 
１．総評 
新規炭酸固定経路に関わる三種類の酵素の構造解析と機能解析は、いずれも目標

通り順調に進展し、論文発表も順調である。より具体的には、新規な炭酸固定経路

に係わる酵素の機能や構造解析で優れた成果が得られている。従って本課題は、順

調に進捗しているが、その中心的研究の大半は、このチームの成果である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 

２．研究の進捗状況について 
 １）Thermococcus kodakaraensis（Tk)由来 AMP phosphorylase, ribose-1,5-
bisphosphate (R15P) isomerase の二つについて結晶構造を決定するという目標を達

成した。前者については多量体形成の意義を明らかにし、後者については活性に重

要な残基を特定し、反応機構を提唱した。 
２）光合成を行わない Tｋが、なぜ、Rubisco を持っているのか、Rubisco の前工程

で働く２酵素（AMP phosphorylase、R15P isomerase）の機能解析を行った。その

結果、上述の経路が、核酸の資化や量的制御に関わるという生理学的役割を解明し

た。 
３）Tk-Rubisco の結晶構造を基に、より高活性の変異体の取得に成功した。 
以上の進捗を見せていることから、研究の進捗状況は、優れている。 

 
 
３．研究体制について 
分担機関である跡見グループとよく連携できており、研究体制は優れていると評

価できる。 
 
 

４．今後の展望について 
十分な成果があるので、今後の展望は十分に期待できるので、産業界との連携を

積極性を以って推進すべきである。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ４－Ｂ（機関の評価） 
課題名：新規炭酸固定系を構成する酵素群の構造機能解析と機能改良 
代表機関名：京都大学 
機関名・研究者名：立命館大学・今中忠行 
分担研究内容：新規炭酸固定経路に関わる Tk-Rubisco の機能解析・改変 

 
 
１．総評 

微生物学上重要な課題である炭酸固定系について研究を進めており、現在重要な

成果を得つつある。産業的インパクトに向け、研究のさらなる進展が期待される。 
 アミノ酸配列を変更して、高活性を持つ Rubisco 酵素を作成するプロジェクトを

担当し、常温光合成細菌の体内で高い活性を示す酵素の構造を見いだすなど、研究

が順調に進展している。より具体的には、代表機関の三木グループと共同で、Tk-
Rubisco の結晶構造、及び常温での活性が高いホウレン草由来 Rubisco のアミノ酸

配列を基に、活性向上を狙った変異体を設計、作成、評価した。また、活性が向上

した変異体を、Rubisco が欠損した常温性光合成細菌 Rhodopseudomonas 
palustrisΔ3 株に導入し、その生育を評価した。その結果、野生型に比べて、in 
vitro の活性が 71%、kcat/Km 値が 57%向上した変異体（SP5-V330T)の取得に成功

した。また、上記の変異体を Rhodopseudomonas palustrisΔ3 株に導入したところ、

野生型を導入した場合と比べて、55%高い比増殖速度を示した。菌体レベルでは未

知数であるが、酵素レベルでは、十分な進捗が見られた。  
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
新規炭酸固定経路の酵素 Tk-Rubisco の変異体酵素を作製し、構造や機能の変化に

ついて解析を進めており、期待される成果を上げている。 
 
 
３．研究体制について 
総評記載の成果は、代表機関とよく連携できたことを実証するものであり優れて

いると評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 

今後は、産業的にインパクトのあるレベルへの進展が必要であり、企業との連携、

または、起業が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ５（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 
代表機関・代表研究者 ：京都学園大学・清水昌 

 
 
１．総評 
 キラル化合物の合成に関与する多様な酵素の構造を決定、解析し、その触媒機構

を明らかにした研究課題であり、優れた成果が上げられている。本研究課題内の連

携も十分にとられており、代表機関としてのマネジメントも十分である。特に本研

究課題においては、特に産業への応用が期待されており、その社会への成果還元は

大きいと判断される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 キラル化合物合成酵素の構造情報を基盤に多くの立体構造の決定に成功しており、

それを基に基質特異性、補酵素特異性改変など新規性の高い研究成果を多く得てお

り、研究は進展していると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 他の課題との情報の共有、連携、技術開発との連携などと強力に協力し、研究を

推進させている。ただし、機能解析グループ内での相互の関係が明確でない部分も

ある。 
 
 
４．今後の展望について 
 多くのキラル化合物合成酵素の立体構造の決定に成功しており、その成功を基盤

にこの合成酵素群の作用機構の統一的理解などに進展が期待される。また応用上の

進展にも進展が期待される。また、成果の社会への還元、技術移転・普及に関する

取り組みが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ５－Ａ（機関の評価） 
課題名：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 
代表機関名：京都学園大学 
機関名・研究者名：京都学園大学・清水昌 
分担研究内容：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高

機能化 
 
 
１．総評 
 キラル化合物合成に係わる酵素の構造情報を基に、各種変異酵素を作製し、触媒

反応機構の解析を行い、基質特異性拡大や補酵素特異性改変を目指し、精力的に研

究成果を集積しており、優れた業績を上げていることから、今後の成果が期待され

る。特に変異体の解析で優れた成果を上げていると判断される。構造解析グループ

の役割分担は明確であるが、機能解析グループの関係が明確でない。成果がかなり

重複していると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 キラル化合物合成に関わる多種の酵素群の酵素解析を基盤に酵素反応の改変を目

的として変異体を作成するなど研究は順調に進行している。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループの役割分担は明確であるが、機能解析グループの関係が明確で

ない。成果がかなり重複していると判断される。 
 
 
４．今後の展望について 
 本研究課題は産業化に向けた研究設定を行っており、近い将来、学術的のみなら

ず、応用上からも発展が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ５－Ｂ（機関の評価） 
課題名：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 
代表機関名：京都学園大学 
機関名・研究者名：東京大学・田之倉優 
分担研究内容：キラル化合物合成酵素の高機能化と解析 

 
 
１．総評 
 キラル化合物合成酵素はその作用機作の特異性と産業上の重要性から研究推進が

期待されているが、本研究はその基盤ともいうべき酵素群の立体構造の決定に成功

しており、その重要性は高い。構造生物学上の成果としても高く評価できる。 
 また、その成果は、同じチームの他のグループによるタンパク質の機能解析に役

立てられている。PDB 登録も行われており、論文も発表されている。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 キラル化合物合成酵素の立体構造を明らかにする研究で大きな進歩が見られる。

その結果はタンパク質の機能解析グループの研究に大いに役立てられている。 
 
 
３．研究体制について 
 ターゲットタンパク研究プログラムにおいて重要な位置にある立体構造決定グル

ープとして機能グループと密接な連絡をとり、その成果の向上に大きな役割を果し

ており、共同研究体制のなかで十分にその役割を果たしている。 
 
 
４．今後の展望について 
 キラル化合物合成酵素に関する本研究課題は、明確に最終目標は産業化にあると

判断されるが、学術上も極めて興味ある研究分野であり、研究全体が広く期待され

ている。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ５－Ｃ（機関の評価） 
課題名：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 
代表機関名：京都学園大学 
機関名・研究者名：大阪府立大学・片岡道彦 
分担研究内容：キラル化合物合成酵素の高機能化のための触媒機構の解析 

 
 
１．総評 
 2 種類の酵素について機能解析を担当し、基質選択性の機構を解析するなど、順調

に進展した。本研究は応用上、学術上、価値が高い研究であり、今後の展開が期待

される。特に、キラル化合物合成酵素の構造情報を基に、各種変異酵素を作製し、

触媒反応機構の解析を行い、補酵素特異性改変を目指している。変異体の解析で優

れた成果を上げていると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 キラル化合物合成酵素について立体構造についての情報を基に改変酵素を作製し、

その機能解析を行うなど一定の研究の進展が認められる。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループとの共同体制はよく理解できるが、機能解析グループ内での相

互関係は明確でない。 
 
 
４．今後の展望について 
 本研究の目的としているところは産業上、学術上、重要なものと期待されている。

実用化に向けた努力を一層進めることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ５－Ｄ（機関の評価） 
課題名：キラル化合物の産業生産に有用な酵素の触媒反応機構の解明と高機能化 
代表機関名：京都学園大学 
機関名・研究者名：京都大学・小川順 
分担研究内容：キラル化合物合成酵素の触媒機構の解析と高機能化 

 
 
１．総評 
 本研究課題は構造改変酵素を用いて作用機構の解明にアプローチを試みようとす

るものである。特にキラル化合物合成に係わる酵素の構造情報を基に、各種変異酵

素を作製し、触媒反応機構の解析を行い、基質特異性拡大や補酵素特異性改変を目

指し、特に変異体の解析で優れた成果を上げていると判断される。構造解析グルー

プの役割分担は明確であるが、機能解析グループ内の関係が明確でない。成果がか

なり重複していると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 キラル化合物合成酵素の立体構造情報を基に、各種変異酵素を作製し、触媒反応

機構の解析を行い、酵素活性の改変を目的としており、変異体の解析で優れた成果

を上げている。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析のグループとの役割分担は明確であるが、機能解析グループ内では関係

が明確でない。 
 
 
４．今後の展望について 
 産業への応用が期待されており、その方向性を明確に意識し、研究を実行するこ

とにより大きな展望が開かれると判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ６（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質

の構造・機能解析 
代表機関・代表研究者 ：奈良先端科学技術大学院大学・島本功 

 
 
１．総評 
 本研究課題は、開花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植物免疫応答の中

枢を司る鍵タンパク質の構造と機能を解析している。まず、開花を促進するフロリ

ゲン複合体を発見し、その立体構造と機能解明に成功した。また、活性酸素を生成

する OsRbohB の構造や、OsRac1 との相互作用の解明、OsRac1 を含む植物免疫複

合体 Defensome の発見などで大きな成果を上げている。本課題で開発された大腸菌

を用いたタンパク質高発現調製技術 pCold-GST は、生物系試薬メーカーからの国内

外での販売が予定されている。開発された技術が事業化されることになった。成果

の論文発表も順調で、レベルの高い国際的学術誌に多数の論文を発表している。特

許の出願も順調である。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 フロリゲン複合体と耐病性関連タンパク質複合体である Rac 複合体の構造と機能、

植物の耐病性反応の鍵酵素である NADPH オキシダーゼの Rac 結合領域の立体構造

の解明を目標として研究を行い、大きな成果を上げている。特に、フロリゲンと相

互作用するタンパク質の発見は、高く評価すべき成果である。論文発表、特許出願

も順調に行われている｡ 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループと機能解析グループとがうまく連携して研究を推進している。

化合物ライブラリーの長野グループや「膜タンパク質結晶化の革新的支援法の開発

（H19-H21）」の高木グループと連携して研究を行っている。 
 
 
４．今後の展望について 
 フロリゲンは、高等植物に共通して保存されているホルモンであると見られるこ

とから、フロリゲンの活性を制御できる化合物が見出されれば、様々な作物の収穫

までの期間を短縮したり、開花を遅らせることによりバイオマスを増大したりする

ことができる可能性がある。研究成果の社会への還元が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ６－Ａ（機関の評価） 
課題名：バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質

の構造・機能解析 
代表機関名：奈良先端科学技術大学院大学 
機関名・研究者名：奈良先端科学技術大学院大学・島本功 
分担研究内容：バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タン

パク質の構造・機能解析 
 
 
１．総評 
 本研究課題は、開花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植物免疫応答の中

枢を司る鍵タンパク質の構造と機能を解析しており、開花を促進するフロリゲン複

合体を発見し、その立体構造と機能解明に成功した。一方、活性酸素を生成する

OsRbohB の構造や、OsRac1 との相互作用の解明、OsRac1 を含む植物免疫複合体

Defensome の発見など、植物耐病性に関連するタンパク質の構造と機能解析で大き

な成果を上げている。研究成果は、レベルの高い国際的学術誌に多数の論文として

発表しており、特許の出願も順調である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 フロリゲン、開花制御因子である 14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子

OsFD1 の植物細胞内での相互作用の解析から、開花遺伝子の発現制御機構が明らか

になってきた。また、Defensome の構成タンパク質の複合体形成が免疫応答に対応

していることが分かってきた。意義深い研究が行われている。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループと機能解析グループとがうまく連携して効率的かつ効果的に研

究が推進されている。化合物ライブラリーの長野グループや「膜タンパク質結晶化

の革新的支援法の開発（H19-H21）」の高木グループと連携して研究を行っている。 
 
 
４．今後の展望について 
 バイオマス植物の開発、食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の構造と機能

解析で大きな成果が得られている。食糧増産に向けた応用研究の発展が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ６－Ｂ（機関の評価） 
課題名：バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質

の構造・機能解析 
代表機関名：奈良先端科学技術大学院大学 
機関名・研究者名：東京大学・清水敏之 
分担研究内容：植物環境応答タンパク質群の X 線結晶構造解析 

 
 
１．総評 
 本研究課題は、開花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植物免疫応答の中

枢を司る鍵タンパク質の構造と機能を解析している。本研究課題(B6-B)では、植物

免疫応答で重要な働きを担う NADPH オキシダーゼ(RbohB)の Rac 結合領域の立体

構造解析を行い、この領域がスワップした二量体構造であることを明らかにした。

また、Rac 結合部位の同定やカルシウムイオンの有無による構造変化を解明した。

さらに Rboh は、N 末端と C 末端領域とで相互作用している可能性を示した。これ

らの成果は、論文として発表されている。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 植物の耐病性反応の鍵酵素である NADPH オキシダーゼの Rac 結合領域の立体構

造の決定に成功している。また、Rac 結合領域のカルシウムによる構造変化を明ら

かにした。本研究課題の成果は順調に得られていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループと機能解析グループとがうまく連携して研究を推進している。 
 
 
４．今後の展望について 
 NADPH オキシダーゼ部分構造が解明された意義は一定程度に大きい。しかし、

産業的な意義はまだ不明な点が多い。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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食品・環境等の産業利用：Ｂ６－Ｃ（機関の評価） 
課題名：バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質

の構造・機能解析 
代表機関名：奈良先端科学技術大学院大学 
機関名・研究者名：大阪大学・児嶋長次郎 
分担研究内容：NMR による相互作用解析および構造解析 

 
 
１．総評 
 本研究課題は、開花・生長を制御する光応答制御タンパク質と植物免疫応答の中

枢を司る鍵タンパク質の構造と機能を解析している。本研究課題では、代表研究者

チームとともに、開花を促進するフロリゲン複合体を発見し、その立体構造の解明

に成功した。一方、分担研究者の清水チームと共同で活性酸素を生成する OsRbohB
の構造を決定した。本研究課題で開発された大腸菌を用いたタンパク質高発現調製

技術 pCold-GST は、生物系試薬メーカーからの国内外での販売が予定されている。

開発された技術が事業化されることになる。研究成果は、評価の高い国際的学術誌

に論文として発表している。特許の出願も順調である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 フロリゲン、開花制御因子である 14-3-3 タンパク質 GF14b や bZIP 型転写因子

OsFD1 の植物細胞内での相互作用の解析から、開花遺伝子の発現制御機構が明らか

になってきた。また、Defensome の構成タンパク質の複合体形成が免疫応答に対応

していることが分かってきた。研究は順調に進展していると言える。 
 
 
３．研究体制について 
 構造解析グループと機能解析グループとがよく連携して効率的かつ効果的に研究

が推進されている。また、平成 19 年度から平成 21 年度まで実施された技術開発Ｄ

課題「固体 NMR 膜蛋白質複合体構造解析技術」の藤原グループ及び「膜タンパク

質結晶化の革新的支援法の開発」の高木グループ並びに制御 C1 の長野グループなど

と連携して研究を行っている。 
 
 
４．今後の展望について 
 バイオマス植物の開発、食糧増産に役立つ植物環境応答タンパク質の構造と機能

解析で大きな成果が得られている。食糧増産に向けた応用研究の発展が期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～技術開発研究（拠点）～ 

２－４ 「生産」領域 
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技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関・代表研究者 ：理化学研究所・横山茂之 
 
１．総評 
 代表研究者のこれまでの研究成果を中心に、各実施課題の成果も含め、基礎的な

研究成果の質、量ともに優れている。また、広範なタンパク質生産技術の開発は、

今後の基礎研究ならびに創薬等の応用研究にも大いに貢献すると考えられる。

Systematic な approach をとっており、この点においても高く評価できる。共通の

タンパク質を扱ってもいる。また、無細胞発現系は市販に移転しており、成果移転

もよく実施されている。また、プログラム内の共同研究により、多くのタンパク質

の構造解析が進展したことも評価できる。タンパク 3000 の終了時と同様に、ポスド

クの今後の就職先について見通しを立てることがマネジメントとしての大きな課題

である。 
 さらに、今後続けるとすれば 1/10 程度のスケールで期待の持てる標的を追求し、

かつ一か所の窓口に集約してニーズに対応する仕組み作りが期待される。「手広

く」実施することは終了させるべきである。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 無細胞系および細胞系のタンパク質合成技術、非天然型アミノ酸の部位特異的導

入、膜タンパク質の生産と結晶化、高分子量複合体の生産と結晶化、機能性抗体の

作成、小麦胚芽無細胞系による膜タンパク質や複合タンパク質の合成など、グルー

プ全体として大きな成果を上げた。特に脂質メソフェーズ法など独特な研究成果で

ある。無細胞系は実用レベルに達したとあるが、有用性の尺度については不明であ

る。非天然型アミノ酸の導入に依る結晶化技術は、すでに前例がないのであれば、

特記できる成果である。 
 論文発表は 111 報であり、質、量ともに十分である。特許も 27 件出願している。

本プログラムの研究支援のために共通性・汎用性の高い基盤的な技術開発や技術基

盤の整備を行い、他の分野との情報の共有化を十分に進めた。 
 一方、費用対効果で考えると大成功とは認め難い。特に構造解析まで進み、その

知見を活用できた例が乏しすぎると判断される。 
 研究内容は詳細に書かれているものの、どのようにマネジメントがなされ、その

結果として成果がどのように表れているかについては、判断が困難である。 
 
３．研究体制について 
 総じて代表機関のマネジメントは適切であり、課題内において代表機関及び分担

機関間の情報共有・連携体制は効率的・効果的に機能していると思われる。人材の

育成も十分に行われていると判断される。 
 一方、各分担研究者が得意とする技法を発展させたのであって総合的に大きな成

功があったとは認め難いことも指摘される。 
 本プログラム内の研究者とは共同研究が進んでいる。製薬企業 6 社と連携を開始

し、試薬の販売を 2 社等と継続している。 
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４．今後の展望について 
 天然型及び非天然型タンパク質の生合成、高難度タンパク質の結晶化と構造決定

など、広範なタンパク研究の基本的な技術確立と、構造機能解析の成果は、技術移

転を通じて社会に対して大きな貢献をすると判断される。今後、技術開発による効

果が顕著に表れている研究成果が期待される。 
 
５．その他特記事項 
特になし。 
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技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：理化学研究所・横山茂之 
分担研究内容：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー

基盤」の構築 
 
 
１．総評 
 本研究課題は広くタンパク質生産技術を開発することにより、タンパク質発現ラ

イブラリーを構築する事を目的としている。タンパク質の有効利用のためには、研

究対象となるタンパク質を手に入れることから始まり、次いで大量生産技術の開発

ということになるが、本研究プログラムの性格上、ここでの生産は構造・機能解析

研究に十分な量の質の良いタンパク質を手に入れる手法の開発が主体となる。 
 ここでは特に膜タンパク質、高分子量タンパク質複合体、巨大タンパク質などの

高難度タンパク質をターゲットに、細胞系、無細胞系での発現に広範で卓抜した工

夫が試みられ、利用価値の高い方法の開発に成功している。しかしながらいくつか

の点において改善の余地が残されている。例えば、無細胞合成系で、大腸菌、小麦

胚芽、ヒト培養細胞からターゲットタンパク質を作製し、何れも実用レベルにある

とのことであるが、大腸菌と小麦胚芽によるものが主として報告されている。技術

開発研究であるので成功例のみを記載するだけでは不十分である。具体的にどのよ

うなタンパク質をどの手法で試み、どの程度発現したか等を取りまとめ、示すこと

が期待される。また、通常細胞を含め体系的発現スクリーニングを約 40 種類のヒト

膜タンパク質で行ったとのことであるが、これも上記のように示すべきである。そ

の際、このタンパク質ならばこの発現系で行えば大量生産が可能であるという確証

は得ておかなければならない。特に通常の細胞培養では困難なチャンネルタンパク

質を無細胞系で試すべきである。 
 本研究課題は高難度タンパク質を手に入れるというタンパク質研究の根源的な要

求を満たそうという、基盤をなす技術開発研究でありプログラム全体の推進に当た

り極めて重要な位置を占めている。 
 本研究課題は極めて大きなプロジェクトであるが、研究の進捗状況、成果の量と

質についてはおおむね満足すべきもので、プログラム全体に対する貢献度も大きい

と判断する。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 数多くの高難度タンパク質を種々の細胞系、無細胞系での発現を行い、発現効率

のスクリーニングが広範に行われている。すなわち、広範なタンパク質の効率的生

産へ向けての手法が着実に確立されてきた。また、単なる生産だけではなく、構造

解析を視野に入れた生産方法の開発、たとえば非天然型アミノ酸の部位特異的導入

や結晶化しやすい形での膜タンパク質の生産などの開発が進展した。本プログラム

の研究支援のために共通性・汎用性のある基盤的な技術開発を行い、他の分野との

情報の共有化を進めた。以上の観点から見て研究の進捗状況は優れていると評価で

きる。 
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３．研究体制について 
 研究課題内での連絡会議も頻繁に行われ、課題内での情報共有も円滑に行われて

きた。したがって研究課題内での連携体制について問題はない。研究課題間の情報

交換、研究連携も円滑に進められている。本研究課題はタンパク質を生産するとい

うタンパク質研究の基盤をなすものであり、それだけに期待も大きかったが、優れ

た研究体制によってこれを成し遂げようとしている。この成果を全国のタンパク質

研究者に発信する体制を強化することが期待される。 
 
４．今後の展望について 
 これまでに得られた高難度タンパク質の生産技術をさらに磨きをかけると同時に、

総論においても述べたように、タンパク質のどのような特性がどの発現系・発現条

件を選択するのが良いのかが分かるようにデ−タベース化することが期待される。こ

れまでの成果を踏まえれば十分に達成できることが期待される。 
 
５．その他特記事項 
特になし。 

146



 
技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：東京大学・上田卓也 
分担研究内容：PURE system技術の高度化ならびにタンパク質の系統的巻き戻し

技術の確立 
 
 
１．総評 
 膜タンパク質や複合タンパク質を PURE system によって、in vitro 合成する技術

と、変性タンパク質のリフォールディング技術の確立は、今後の基礎的ならびに実

用的研究の発展に貢献する大きな成果である。一方、無細胞系によるタンパク質生

産にしても、巻き戻りにしても、技術開発であるから、単に成功例があるだけでは、

当然不十分であり、多数の例を系統的に調べることが必要である。その点において

は、不十分である。特に、活性は、native source や authentic な系による

reference が必要であり、単に他の系より良いことを示すだけでは不十分である。ま

た、misfold したものを選別する品質管理機構が無い以上、発現系からそのようなも

のを除く手法、検定する手法が、特に結晶化においては必要である。その点におい

て、NMR による評価を行った例があることは評価できる。 
 巻き戻しに関してはマルチドメインのものや、大きいものを試さないと不十分で

あると判断される。研究費に見合う成果かというと、不十分であるとの意見もあっ

た。また、我が国の研究環境を勘案すると、これまで通りの研究費獲得が適切とは

判断されないため、競争的資金に戻るのが妥当である。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 再構成したタンパク質合成システム（PURE system）によって、膜タンパク質の

合成と、複数遺伝子からの複合タンパクの合成を達成しており、大変優れていると

評価できる。また、不溶性に発現した凝集タンパクを界面活性剤あるいは高圧処理

によって可溶化した後、活性のある形にリフォールディングする技術を確立した、

ことなどは極めて高く評価できる。しかしながら、この高圧処理法には汎用性があ

るのかどうか検証が必要であると判断される。 
 
３．研究体制について 
 PURE システムを他のグループに提供するなど、他の研究グループとの共同研究

が進んでおり、優れていると評価できる。 
 
４．今後の展望について 
 可溶性タンパク質複合体の無細胞系合成に挑戦する姿勢を示しており、今後の展

望については、十分に期待できる。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１－Ｃ（機関の評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：株式会社プロテイン・エスプレス・高木広明 
分担研究内容：高度タンパク質生産基盤技術の汎用化 
 
 
１．総評 
 理化学研究所の特許の実施により、大腸菌無細胞タンパク質合成キットの販売を

開始したことは、一般の研究者を支援する意味で社会への貢献である。一方、再構

成タンパク質合成技術や in vivo 非天然アミノ産導入技術等、企業化の難易度の高い

ものに対する取り組みは、必ずしも十分だったとは言えない。重要だが実用化が困

難な技術に対しても、創意工夫を加えることよって、経済的に成り立つような手法

の開発に努力することは、当該企業の発展のためにも必要なことである。もし実用

的な発売が成功すれば、社会に対する貢献も大きいものになる。大腸菌無細胞合成

系に関してはキット化しているが、S-S 結合や膜タンパク質の問題は解決できてい

ない。汎用化とあるが、どのような改良を加え、どのようなものを試したのか、不

明確である。何か高難度タンパク質が生産できるようになったのか。非天然アミノ

酸導入もまだ効率が不十分であると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 理化学研究所、東京大学の研究支援には貢献している。一方、検証結果が公表さ

れておらず、生産の情報の共有化は進められていないことから、十分とは言い難い。 
 
 
３．研究体制について 
 課題内において各機関間の情報共有・連携体制が効率的・効果的に機能していな

いと判断されるため、十分とは言い難い。また、企業であり、困難であることが予

測されるが、人材の育成は図られていない。一方、各機関間の連絡はとれている。 
 
 
４．今後の展望について 
 S-S 結合タンパク質、膜タンパク質、再構成タンパク質、非天然アミノ酸導入タ

ンパク質の無細胞合成技術の更なる効率化を行ってタンパク質合成汎用キットの確

立の努めていただければ期待出来る。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１－Ｄ（機関の評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：株式会社セルフリーサイエンス・森下了 
分担研究内容：小麦胚芽無細胞タンパク質合成技術を用いたタンパク質生産基盤

技術の汎用化 
 
 
１．総評 
 小麦胚芽無細胞タンパク質合成系のスケールアップに貢献し、膜タンパクやタン

パク複合体の合成にも使えることを示したことは評価出来る。今後、試薬や装置と

しての販売などを通じて、タンパク質研究の基盤を支えることが期待できる。しか

し、分担機関が企業の場合、具体的な実績が書かれていないため、評価が非常に困

難である。製品として販売されているのかも判断できない。発現タンパク質として

は簡単に活性が測定できるもので試行すべきであると判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 小麦胚芽無細胞タンパク質合成系を、膜タンパク質やタンパク質複合体の合成に

用いる技術をスケールアップし、広くタンパク質研究者を支援する技術の基礎を固

めたと記載されている。しかし「支援を行うことができる」とあるが、「支援を行

った」とは記載されていない。技術の検証や検討をしたことが記述されているのみ

で、どのような改良が加えられたのか具体的な成果が不明確である。 
 
 
３．研究体制について 
 課題内の連携体制がよく、人材育成にも配慮がなされているが、優れていると結

論するための根拠が見当たらない。 
 
 
４．今後の展望について 
 小麦胚芽無細胞タンパク質合成系を膜タンパク質やタンパク質複合体の合成に用

いる技術をスケールアップ化するに際しての技術的課題を具体的に示し、これらを

解決すれば文字通りこの技術は汎用的に用いられると期待される。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：生産Ｃ１－Ｅ（機関の評価） 
課題名：タンパク質生産技術開発に基づく「タンパク質発現ライブラリー基盤」

の構築 
代表機関名：理化学研究所 
機関名・研究者名：農業・食品産業技術総合研究機構 日下部裕子 
分担研究内容：機能性を保持した膜貫通タンパク質生産のための膜移行性評価系

の開発 
 
 
１．総評 
 ヒト甘味受容体の膜への移行と機能を生細胞で観察する技術は、他の膜タンパク

質の研究や創薬研究にも応用の可能性がある。しかし、受容体の細胞外ドメインに

タグを付加し、固定無しで抗体染色を行うことや、FACS で染色強度を測定するこ

とは、特に新規ではない。例えば、平成 19 年度から平成 21 年度まで実施された

「新規タグ技術を中心とした膜蛋白質・細胞外蛋白質の高品質生産と精製システム

の開発」高木グループでは新規タグを開発し、GPCR の研究で用いている。技術開

発課題としての意義は見出し難いものの、ヒト甘味受容体 hT1R2 と hT1R3 を用い、

その膜移行の様子を直接とらえ、なおかつ甘味に対するシグナル応答を観測できた

ことは評価できる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 ヒトの甘味受容体にタグを付加して、培養細胞を用いて膜への移行性と甘味受容

体の機能を生細胞のままで観測できるようにしたことは評価できるがまだ十分とは

言い難く、成果を十分に得られていない。 
 
 
３．研究体制について 
 他の課題との連携、人材育成への配慮があるが、連携後 1 年しか経過していない

ため、まだ、課題内において各機関間の情報共有・連携体制が効率的・効果的に機

能していない。 
 
 
４．今後の展望について 
 連携開始から今までの研究期間が 1 年間と短いゆえ、残された期間内に連携の効

果が現れ、研究が発展することも期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～技術開発研究（拠点）～ 

２－５ 「解析」領域 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関・代表研究者 ：高エネルギー加速器研究機構・若槻壮市 
 
 
１．総評 
 世界最高性能の高輝度マイクロビームビームラインと硫黄の異常分散による位相

決定を可能にする低エネルギービームラインの建設に成功し、実用化に向けた技術

開発が機関を超えた協力体制の下に行われていることから、非常に優れたマネジメ

ントであったと判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 世界最高性能の１μm 角の超高輝度マイクロビームと、硫黄の SAD/MAD に特化

した低エネルギービームラインと二つのビームラインの建設に成功するとともに、

S/N 比の向上と照射損傷低減のための技術開発も行われており、機関を越えたマネ

ジメントが期待通りに成果を上げたと言える。 
 
 
３．研究体制について 
 人材養成に関する具体性（定量化、就職先など）は不明であるが、会議などを通

して、分担機関の連携を行っており、代表機関としてのマネジメントは適切、かつ

良好な研究体制を構築していると判断できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 世界最先端のビームラインを建設できており、今後の有効利用と優れた成果が期

待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：高エネルギー加速器研究機構・若槻壮市 
分担研究内容：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技

術の開発 
 
 
１．総評 
 低エネルギービームラインの建設に成功するとともに、実用化に向けた技術開発

も行っており、重要な研究基盤を整備したと高く評価できる。現時点では、構造決

定の実例は不足しており、データ収集の方法が確立されたとは言い難いが、今後の

発展が大いに期待される。特に、代表研究者の真摯に技術開発や共同利用に取り組

む姿勢は高く評価される点であり、今後も、技術開発に全力を尽くすことが期待さ

れる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 硫黄の異常分散の利用による位相決定を可能にする低エネルギービームラインの

建設に成功し、すでに本プログラムユーザーの利用に供しており、高い進捗度を示

している。また、実用化のためのマウント技術なども取り入れられており、大変優

れた成果を上げていると言える。 
 
 
３．研究体制について 
 他機関での成果もいち早く取り入れ、本プログラム内外の研究グループとの共同

研究も積極的に実施していることなど、大変優れていると言える。 
 
 
４．今後の展望について 
 内外の研究グループとの共同研究も積極的に実施し、製薬会社を含む民間企業へ

の開放も射程に入れていることから、十分な発展と社会への還元も期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：理化学研究所・山本雅貴 
分担研究内容：超高輝度マイクロビームライン（SPring-8 ビームライン）の開発 
 
 
１．総評 
 超平坦ミラーなどの最先端技術を取り入れることによって、世界最高性能のマイ

クロビームビームラインの建設に成功したことは優れた技術開発として高く評価で

きる。照射損傷を最低にするためのデータ収集法の確立や試料周りの改良など、今

後のさらなる発展を期待する。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 超高輝度マイクロビームビームラインを建設し、最先端の技術を取り入れること

によって、世界最高性能のマイクロビーム生成に成功し、微小結晶のハンドリング

技術も開発するなど、大変優れた成果を上げていると評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 プログラム内での共同研究を積極的に実施したほか、プログラム外研究者への開

放も進めつつあり、共同利用体制の構築を実現している点は高く評価できる。また、

定年制職員がポスドクへの技術の伝承などの教育にあたるなど、人材育成への真摯

な取り組みは高く評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 重要な研究基盤であり、今後の発展は十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１－Ｃ（機関の評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：北海道大学・田中勲 
分担研究内容：放射光低エネルギーX線利用自動結晶構造解析システムの開発 
 
 
１．総評 
 硫黄の SAD による位相決定を目指し、回折強度測定時のバックグラウンドを低減

するための S 字型ポリイミドフィルム・ループ形成、キャピラリートップマウント

自動化装置など、結晶ハンドリング技術分野で有用な成果を上げている点は高く評

価できる。ただし、それが研究費に値するかに関しては疑問の声もあった。また、

針状結晶や、非常に機械的に弱い結晶にも対応できるような改良が期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 光リソグラフィー加工による S 字型ポリイミドフィルム・ループ形成、キャピラ

リートップマウント自動化装置など、結晶ハンドリング技術分野で有用な成果を上

げ、マイクロビームビームライン BL-1A で実際に使用されるまでに至った点は高く

評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 プログラム内外の研究者との連携・普及に努めており、研究成果を高エネルギー

加速器研究機構に提供するなど実績を挙げている点は高く評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 すでに高エネルギー加速器研究機構で実用に供されており、今後とも使用される

ことが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１－Ｄ（機関の評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：京都大学・三木邦夫 
分担研究内容：放射光利用環境の共通化・利用技術の高度化 
 
 
１．総評 
 共通化結晶マウントピン、共通化カセット、共通化結晶用トングなどの開発は、

ロボット側が一般的マウントピンに対応した結果、その開発の意義は薄れているが、

初期の目的を達成していると評価できる。一方、共結晶化による重原子導入に適し

た試薬の検討や、照射損傷低減のためのデータ収集法の開発は一例にとどまってお

り、技術開発としては網羅的に行わないと不十分であるとする意見があった。特に、

照射損傷に関しては超高分解能結晶についての結果であり、膜タンパク質結晶のよ

うに大量のリン脂質や界面活性剤が存在する条件での損傷は違う可能性もあること

から、一般性に関して疑問視する指摘もあった。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 共通化結晶マウントピン、共通化カセット、共通化結晶用トングなどの開発は初

期の目的を達成しており評価できる。 
 
 
３．研究体制について 
 共通化結晶マウントピンなどの開発過程では高エネルギー加速器研究機構や理化

学研究所播磨研究所と連携して動作特性の検討を行い、完成させており連携体制は

良く機能していると言える。 
 
 
４．今後の展望について 
 地道な開発ではあるが、今後も共通化の流れを進める開発は重要と判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：解析Ｃ１－Ｅ（機関の評価） 
課題名：高難度タンパク質をターゲットとした放射光Ｘ線結晶構造解析技術の開

発 
代表機関名：高エネルギー加速器研究機構 
機関名・研究者名：大阪大学・中川敦史 
分担研究内容：微小結晶からのデータ収集のためのデータ処理技術の開発 
 
 
１．総評 
 地味な研究であるが、我が国の結晶解析に欠如している分野であり、さらなる努

力を続けることが期待される。一方、高難度タンパク質の場合は異方性も高く、モ

ザイクも大きく、分解能も多くの場合限られるため、極微小振動角の測定に意味が

ある場合は少なく、そのような測定と計算による誤差、結晶間の差異がバックグラ

ウンドの低減効果を打ち消してしまう可能性は高いのではないかとする意見もあっ

た。優れた研究結果ではあるが、そのような疑問に応えるためにも、また技術開発

としては当然のことであるが、広範な結晶に対する適用例を積み重ねることが期待

される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 微小結晶からのデータ収集法の開発を目標とし、照射損傷低減のため間引きした

フレームのデータを処理するためのプログラムの開発や、結晶をハンドルする装置

の開発を行っている。実際に開発されたプログラムの有用性に関しては疑問の意見

もあり、回折パターンが重なる場合の処理にはまだ成功していないが、初期目標は

達成しており、優れていると判断される。 
 
 
３．研究体制について 
 ハードウェアとソフトウェアの開発を行っているが、外部への発信や他機関との

共同研究に資することが期待される。技術開発での人材養成は極めて重要であり、

日本にはそもそも結晶解析のソフトウェアを開発しようとする研究者が皆無に近い

ので、このような試みは人材育成の点からは高く評価できる。 
 
 
４．今後の展望について 
 超高分解能結晶のみならず、適用範囲を広げることが期待される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～技術開発研究（拠点）～ 

２－６ 「制御」領域 
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技術開発研究（拠点）：制御Ｃ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
代表機関・代表研究者 ：東京大学・長野哲雄 
 
 
１．総評 
本研究課題では、タンパク質制御活性を検索するための化合物ライブラリーを設

計するために、各タンパク質の構造とのドッキングについてインシリコスクリーニ

ングを行い、効率よく多彩なライブラリーを獲得した。また、微生物の培養産物か

らの 6000 を超えるフラクションライブラリーを加え、総数 21 万のライブラリーと

した。これらを効果的にスクリーニングする化合物アレイの作成、タンパク質の in 
vivo 蛍光ラベル法の開発等により、nM オーダーで効く酵素阻害剤、抗腫瘍化合物

などを発見し、化合物ライブラリーの有効性を確認した。実用的な面もよく考慮さ

れており、現実的である。成果も出ており、宣伝にも力を入れていることが分かる

ことから、総じて極めて優れたマネジメントを実施したと言える。 
大量の化合物ライブラリーの保持・拡充・サービスは今後も継続的に必要である。

その現場で相互作用の研究を行うことは不可欠と思われる。5 年間で代表研究者とし

て、本課題全体に多額の研究費が投入されていることから、構築されたケミカルラ

イブラリー基盤はプログラム内外の研究者に流れていくことにより、今後の発展が

期待できる。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた結果から、

代表研究者のマネジメントは大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
タンパク質の活性を制御する低分子有機化合物を検索するための化合物ライブラ

リーを設計するために、各タンパク質の構造とのドッキングについてインシリコス

クリーニングを行い、効率よく多彩なライブラリーを獲得した。また、微生物の培

養産物からの 6000 を超えるフラクションライブラリーを加え、総数 21 万のライブ

ラリーとした。これらを効果的にスクリーニングする化合物アレイの作成、タンパ

ク質の in vivo 蛍光ラベル法の開発等により、nM オーダーで効く酵素阻害剤、抗腫

瘍化合物などを発見し、この化合物ライブラリーの有効性を確認した。膨大な物質

群を相手としてライブラリーを作りその一部のものについて新しい相互作用解析法

によるテストに進むことができ、波及効果も大きいことが評価できる。日本の創薬

力を底上げする意気込みが感じられ、総じて極めて優れた成果を達成しているが、

研究費の額から期待されている成果としてはやや不十分であるとする意見もあった。 
 
 
３．研究体制について 
 研究機関間の連携は良好であり、情報の交換、既存ライブラリーの提供など協力

が密に行われたことから、優れた研究体制を構築したといえる。また、大学等にお

いては、研究に参加したポスドク、院生などに対して十分な指導がなされ、人材の

育成にも貢献した。ベンチャー企業等への技術移転は現在検討中であり、実現への

努力が期待される。 
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４．今後の展望について 

本プログラムで蓄積された化合物ライブラリーと、その合成手法、インシリコス

クリーニング技術、化合物アレイ、in vivo 活性検出法などは、創薬などへの応用に

より、今後、社会への技術転移と普及に大いに貢献することが期待できる。企業と

の連絡、ヒアリングも密に行い、perspective を持って行っていることは高く評価で

きる。将来性も高く、展望は大いにある。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：制御Ｃ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：東京大学・長野哲雄 
分担研究内容：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
 
 
１．総評 
本研究では、ライブラリーの活用、相互作用検出技術等広く役立つ方法論とセッ

トアップに努め、成果を上げた。生理的に重要な各種タンパク質と相互作用し、そ

の機能を阻害するなどの制御作用を示す低分子有機化合物の約 21 万サンプルのライ

ブラリーを構築し、相互作用を検出するための蛍光プローブを開発して、スクリー

ニングを行い、キナーゼ阻害剤、タンパク質相互作用阻害剤など、nM オーダーで作

用を示す化合物を多数見だすことに成功した。化合物の選定には、コンピューター

でタンパク質との相互作用を予測するインシリコスクリーニングを活用した。また、

各種のタンパク質に対応すべき 9600 個の化合物を選んでコアライブラリーとした。

ライブラリー化合物の検証の過程で企業移転可能なレベルの化合物が発見され、ア

プローチの有効性は証明されたと言える。サンプル提供申請件数が 400 件というの

は、それほど多くないようにも見えるが、欧米やアジアで進んでいる公的化合物ラ

イブラリー構築に対し、我が国が挑む戦略的基盤・拠点となるため、今後の効率

的・効果的運用が重要となる。ライブラリー数をさらに増やし、プログラム外への

提供数が飛躍的に増えることが期待される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

大変優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

生理的に重要な各種タンパク質と相互作用し、その機能を阻害するなどの制御作

用を示す低分子有機化合物の約 21 万サンプルのライブラリーを構築し、相互作用を

検出するための蛍光プローブを開発して、スクリーニングを行い、キナーゼ阻害剤、

タンパク質相互作用阻害剤など、nM オーダーで作用を示す化合物を多数見だすこと

に成功しており、大変優れていると評価できる。化合物の選定には、コンピュータ

ーでタンパク質との相互作用を予測するインシリコスクリーニングを活用した。ま

た、各種のタンパク質に対応すべき 9600 個の化合物を選んでコアライブラリーとし

た。化合物ライブラリーに偏りはないかということにも注意を払う必要があるが、

約 21 万に及ぶ公的化合物ライブラリーを整備したことは評価できる。また、各種ス

クリーニング系の構築を進め、nM オーダーの活性化合物を多数見出した点は今後が

期待できることである。ライブラリーを積極的に宣伝しており、献身的努力は高く

評価できる。 
 
 
３．研究体制について 

研究体制は大変優れたものである。本研究プログラム内 21 チームと打ち合わせを

行い、そのうち 15 チームに化合物提供を行うなど、課題内および他の課題との情報

共有・連携は密であり、製薬会社の創薬研究の専門家とも密に交流している。 
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４．今後の展望について 

確立した化合物ライブラリーは、各種タンパク質の制御物質のスクリーニングに

利用可能であり、基礎研究のみならず、創薬への応用など、社会への還元、技術移

転の可能性は大きい。今後、数多くの医薬品候補品の創出が期待され、将来的に上

市に至れば、社会への還元、技術移転が十分に期待できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：制御Ｃ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：理化学研究所・長田裕之 田仲昭子 
分担研究内容：天然化合物マイクロアレイの創製とスクリーニング実証研究 

タンパク質間相互作用阻害に注目したライブラリー開発と蛍光を基

盤としたスクリーニング支援研究 
 
１． 総評 
各種の放線菌および糸状菌の培養液から、HPLC などによって天然有機化合物を

分画し、6480 個の代謝化合物フラクションを作成した。また、スクリーニングを効

率化するために、新たに化合物アレイ作成装置を設計製作した。代謝化合物アレイ

を用いるスクリーニングにより、脱アセチル化酵素 SIRT3 の阻害作用を持つ化合物

を検出するなど、タンパク機能の制御物質を求めるためのソースとして、天然化合

物ライブラリーが有効であることを実証した。実際にヒット化合物を見つけ、生物

活性情報を含むデータベースも構築しており、現実的なアプローチの技術開発とし

て高く評価される。このプログラムがあってこそ実現したといえる共同研究の成果

が、東京大学との連携を除くと、ほとんど見られない。外部との連携を強化し、化

合物アレイによるスクリ－ニングによって実用的な成果を上げることが期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
各種の放線菌および糸状菌の培養液から、HPLC などによって天然有機化合物を

分画し、6480 個の代謝化合物フラクションを作成した。またスクリーニングを効率

化するために化合物アレイ作成装置を設計製作した。代謝化合物アレイを用いるス

クリーニングにより、脱アセチル化酵素 SIRT3 の阻害作用を持つ化合物を検出する

など、タンパク質機能の制御物質を求めるためのソースとして、天然化合物ライブ

ラリーが有効であることを実証した点が大きい成果である。田仲グループのタンパ

ク質間相互作用阻害に注目したライブラリー開発と 蛍光を基盤としたスクリーニン

グ支援研究の成果も高く評価できる。一方、研究費の額に比較して外部への研究成

果の発信が多くなく、ベンチャー企業等への技術移転も現在検討中であるなど、や

や遅れた点もある。 
 
３．研究体制について 
プログラム内の共同研究は東京大学について記述されているが、プログラム内の

他の研究者との連携が見られない。研究に参加した、ポスドク、修士号取得者を適

切に指導することにより、研究成果をあげるとともに人材の育成に貢献し、外部に

就職させていることを高く評価できる。 
 
４．今後の展望について 

天然化合物ライブラリーで作成したマイクロアレイは、医薬品、農薬、食品分野

での産業応用が十分に期待されるが、それを実現するために、さらなる努力が必要

である。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：制御Ｃ１－Ｃ（機関の評価） 
課題名：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：京都大学・藤井信孝 
分担研究内容：制御化合物探索基盤の検証と新規骨格を有するライブラリー化合

物の創出 
 
 
１．総評 
得意な合成化学を十分に生かした研究であり、新規化合物を合成する努力が認め

られ、優れた成果を上げている。代表機関における化合物ライブラリーへの貢献は

大きい。G タンパク質共役型受容体（GPCR）を生細胞表面で蛍光ラベルする方法

を開発し、その内在化を可視化することに成功した。これを基に、ケモカイン受容

体 CXCR7 のリガンドを検索し、μM レベルで阻害活性を示す化合物を数種検出した。

カルバゾール骨格を有する様々な置換体ライブラリーを合成してスクリーニングし、

染色体の分配にかかわるモータータンパク質 Eg5 の nM レベルの阻害剤を発見し、

その誘導体の一つが、in vivo で抗腫瘍効果を持つことを示した。このような成果が

高く評価される。コイルドコイル法という技術を開発し、GPCR を特異的に蛍光ラ

ベルして研究を進めているという点は高く評価できる。だが、技術開発という観点

からみれば、GPCR 以外の他の高難度タンパク質でもこの手法を用い、手法の汎用

性を示す必要がある。タグのタンパク質発現に対する影響も調べるべきであり、

Hydrophilic な tag なら特に注意が必要である。研究成果の発信を評価したい。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 

G タンパク質共役型受容体（GPCR）を生細胞表面で蛍光ラベルする方法を開発

し、その内在化を可視化することに成功した。これを基に、ケモカイン受容体

CXCR7 のリガンドを検索し、μM レベルで阻害活性を示す化合物を数種検出した。

カルバゾール骨格を有する様々な置換体ライブラリーを合成してスクリーニングし、

染色体の分配に関わるモータータンパク Eg5 の nM レベルの阻害剤を発見し、その

誘導体の一つが、in vivo で抗腫瘍効果を持つことを示した。このように、研究は大

いに進捗したと判断される。 
 
３．研究体制について 
優れた研究体制を構築し、このプログラムに参画したポスドク等 8 名は、研究者

として成長し、さらなるキャリアを目指して国内外で研究に従事している。 
 
４．今後の展望について 

本研究で開発した、タンパク質 in vivo 蛍光ラベル法と有機化合物ライブラリーの

合成法は、創薬等に応用される見込みが大きく、今後の発展が期待できる。 
 
５．その他特記事項 

特になし。 
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技術開発研究（拠点）：制御Ｃ１－Ｄ（機関の評価） 
課題名：化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 
代表機関名：東京大学 
機関名・研究者名：株式会社ファルマデザイン・古谷利夫 
分担研究内容：インシリコスクリーニング技術  
 
 
１．総評 

タンパク質の立体構造を基にして、各種化合物のドッキングをインシリコスクリ

ーニングすることにより、化合物ライブラリーの設計に役立て、ALK 阻害剤探索で

は IC50 値が数十 nM の強い阻害剤数種を見つけることに成功した。このような成果

が高く評価できる。インシリコスクリーニングの手法の詳細が明確でないが、タン

パク質のダイナミックス計算手法を高度化しなければならない。ホモロジー解析だ

けでは、スクリーニングができないこともある。シミュレーションソフトを自作で

高度化することができれば、さらに良かったと判断される。化合物ライブラリーの

基盤構築のための中核の研究を行って成果をあげた点が高く評価できるが、他のグ

ループの成果は十分に取り入れられていないように判断される。例えば Focused 
Library 構築のためのドッキング計算では、既知の立体構造が存在しない場合には、

類縁蛋白質の X 線構造を基にホモロジーモデリングを行い、スクリーニングを実施

したとある。一方、由良グループではこれまでよりもより精度の高いホモロジーモ

デリングの手法を開発したと報告しており、考慮に値する。今後とも努力が続けば

それなりの成果が出て社会貢献にもつながることが期待される。 
これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた結果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 

タンパク質の立体構造をもとにして、各種化合物のドッキングをインシリコスク

リーニングすることにより、化合物ライブラリーの設計に役立て、ALK 阻害剤探索

では IC50 値が数十 nM の強い阻害剤数種を見つけることに成功した。このように、

研究の進捗は十分である。 
 
 
３．研究体制について 
 株式会社ファルマデザインは、大学院生、ポスドクなどを採用して、研究者を育

成することはなかったが、東京大学の研究代表者や京都大学の研究分担者と協力し

て研究成果を上げた。このように、研究体制はすぐれている。 
 
 
４．今後の展望について 

本研究の成果は、創薬研究などに応用できる可能性が十分にある。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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～技術開発研究（拠点）～ 

２－７ 「情報プラットフォーム」領域 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１（代表機関のマネジメント評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関・代表研究者 ：国立遺伝学研究所 菅原秀明 
 
１．総評 
 生命の基本分子であるタンパク質の構造や機能を解析することが出来れば、生命

現象の理解に必要な学術研究の発展に資するのみならず、その成果は人類の健康や

福祉への貢献が極めて大きい。本プログラムは「タンパク 3000 プロジェクト」（平

成 14 年度～平成 18 年度）などから産み出された成果及び整備された基盤などを最

大限に活用し、現在の技術水準では解明が極めて困難であるものの、学術研究や産

業振興に欠かせない重要なタンパク質について構造と機能を解析し、その成果を社

会貢献につなげることを目的としている。本「情報プラットフォーム」においては、

①本プログラムの研究成果や公知の研究情報の集約・発信・共有のためのプラット

フォーム構築と、②構造バイオインフォマティクスによるタンパク質複合体構造推

定技術の研究開発を行うとともに、③ポータルサイト構築や進捗マネジメントシス

テムによる報告書の共有など、本システムに必要なシステム整備を行った。「情報

プラットフォーム」の本プログラムにおける役割は重大であり、いかに良い結果が

得られても外部への発信・共有が実現しなければ国家プロジェクトとしての意義は

薄れる。すなわち、プログラム発の成果をアカデミアや産業界に広く公開し、皆が

利用可能な状態にすることが求められるのである。このような状況下、「情報プラ

ットフォーム」では、①情報発信のために、公開ポータルサイトを設け、研究成果

を構造化・標準化して集約した DB として発信するとともに、タンパク質研究を支

援する情報資源として、日米欧のアミノ酸配列 DB を集約した CASAdb、アミノ酸

配列のオンライン解析システム FUJIdb、化合物相互作用の情報を集約した PCIdb
などを構築・公開した。また、これらの利用について、各種学会、公開シンポジウ

ム等で積極的に広報に努めた。また、②立体構造モデリングの基礎として、高精度

アラインメント法と、タンパ質間相互作用の予測方法を研究開発し、さらに、タン

パク質相互作用界面に世界で初めて新規特徴（絡まり構造）を見だすことに成功し

た。特に、タンパク質複合体界面では、単体としては変性状態にあるペプチド鎖が、

複合体形成によってしっかりと固定した構造になるという例を発見し、「絡まり

性」という新しい概念を提起できた。さらに③研究課題間で情報を共有するための

データベースとして、共有ポータルサイト、研究成果 DB、ビームタイム予約システ

ム、ビームライン情報システムなど本プロジェクト推進に必要なシステムを整備し

た。ただし、これらのシステムを維持管理していくためには、国立遺伝学研究所等

の公的機関による継続的な支援が必要である。以上のように「情報プラットフォー

ム」は、初期の目的を達成するとともに優れた成果を上げている。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果から、

代表研究者のマネジメントは優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 本課題では、まず、情報発信のための公開ポータルサイトを設け、研究成果を構

造化・標準化して集約した DB として発信した。また、タンパク質研究を支援する

情報資源として、日米欧のアミノ酸配列 DB を集約した CASAdb、アミノ酸配列の

オンライン解析システム FUJIdb、化合物相互作用の情報を集約した PCIdb などを

構築・公開し、これらの利用についても、各種学会、公開シンポジウム等で積極的

に広報に努めた点は評価できる。一方、立体構造モデリング分野では、基礎として

の高精度アラインメント法と、タンパ質間相互作用の予測方法を研究開発し、さら
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に、タンパク質間相互作用界面に世界で初めて新規特徴（絡まり構造）を見出すこ

とに成功した。特に、タンパク質複合体界面では、単体としては変性状態にあるペ

プチド鎖が、複合体形成によってしっかりと固定した構造になるという例を発見し、

「絡まり性」という新しい概念を提起できた点は特筆される。一方、マルチドメイ

ン蛋白質のドメイン相互作用の予測法の開発を行い、それを web サーバー上で公開

するということ自体は評価できる。だが、本研究成果報告では単にブラインドテス

トでの一例を示しているに過ぎない。もっと多く（最低数十種類）の構造が明らか

になっているタンパク質での実例を示し、同時に、他の手法（プログラム）での結

果も合わせて示す努力も今後続けることが期待される。研究課題間で情報を共有す

るためのデータベースとしては、共有ポータルサイト、進捗マネジメントシステム

における報告書の共有、ビームタイム予約システム、ビームライン情報システムな

ど本プロジェクト推進に必要な事務的なシステムの整備に努めた。特に、実験マネ

ージメントシステム（PREIMS）については、意欲的に取り組んでおり、実験プロ

トコルの標準化に向けて他の研究課題の実施者からの協力も得て、プロトコルデー

タをオントロジーとして作成し、共有化させようとした努力は評価できる。すなわ

ち、オントロジーを使った記述はデータの機械可読性を高める観点からも重要であ

るからである。このように、研究支援体制の確立に向けた広範囲の努力がなされて

おり、優れた成果を出した点は評価できる。 
 
３．研究体制について 
 情報プラットフォーム内における分担機関の配置はおおむね適正であり、研究課

題内の連携もよく、適切なマネジメント体制が構築されたと判断される。ただし、

一部の分担機関では、研究の進捗が十分とは言えない例も見られた。代表研究者と

しては、自分の分担課題だけではなく、すべての分担課題に気を配り、必要な場合

にはトップダウンからの助言をする必要があったと判断される。 
 本プログラム終了時、データを保全する仕組みとしても重要となる個別マネジメ

ントシステム（LIMS） については、Spring-8 および Photon Factory で行われた X
線結晶構造解析の結果をネットワーク経由で取得した後に、標準フォーマットへと

構造化してアーカイブし、オンラインで再利用する計画が示されているが、今後、

緊急性の高い研究機関から優先順位をつけて LIMS を提供するなどの施策が必要と

なる。また、ターゲットタンパク研究プログラムの事業費から生産されるデータを

すべての研究機関から確実に回収し、本情報プラットフォームから公開共有化を実

施していくための実施計画を策定すべきと考える。 
 
４．今後の展望について 
 本課題で構築した情報プラットフォームは、共用のビームラインの利用者に利便

を供給するのみならず、公開の DB は、広く世界のタンパク質研究者の研究を支援

する貴重な情報資源となる。その意味で、我が国を代表するタンパク質情報プラッ

トフォームとして今後大いに利用されることを期待する。また、本共有サイトは大

規模なナショナルプロジェクトの管理運営を支援するシステムへと展開できる。今

後、応答速度や利用者インターフェイスの改良を続けることにより、各研究機関に

おける諸々の評価対応作業や評価用データベースと連携させることで、多様なナシ

ョナルプロジェクト運用支援システムへと進展させることが可能となる。このよう

な努力の継続は今後とも必要で我が国にとって不可欠なものである。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ａ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：国立遺伝学研究所・菅原秀明 
分担研究内容：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
 
 
１．総評 
 本課題は、ターゲットタンパク研究（個別課題）と技術開発 3 領域（生産・解

析・制御）及び情報プラットフォーム自身の成果情報を集約化し、事務局機能と連

動して、プログラム内での情報共有、そして、プログラム外への適切な情報発信を

担った。まず、情報発信のための公開ポータルサイトを設け、研究成果を構造化・

標準化して集約した DB として発信した。一方、タンパク質研究を支援する情報資

源として、日米欧のアミノ酸配列 DB を集約した CASAdb、アミノ酸配列のオンラ

イン解析システム FUJIdb、化合物相互作用の情報を集約した PCIdb などを構築・

公開し、これらの利用についても、各種学会、公開シンポジウム等で積極的に広報

に努めた。但し、これらの多くのデータは既存のデータベースの再編集かリンク集

であり、個々のターゲットとなるタンパク質とその類縁、また、技術に関する模範

となるデータベースの構築までには至らなかった。今後、関係研究者を動員して、

関連したデータを集約する努力が必要となる。さらに、構造研究のスタートとして

のタンパク質の生産・精製において、ある特定のタンパク質をどのような方法を用

いて生産・精製したか、それがどのレベルまで到達しているかといった情報を集約

したデータベースの構築も必要と判断されるので、継続的な努力が期待される。ま

た、研究課題間で情報を共有するためのデータベースとして、共有ポータルサイト、

研究成果 DB、ビームタイム予約システム、ビームライン情報システムなど本プロジ

ェクト推進に必要なシステムを整備した。ただし、これらのシステムを維持管理し

ていくためには、国立遺伝学研究所等の公的機関による継続的な支援が必要である。

以上のように、本課題は、初期の目的に沿って進められ優れた成果を上げた。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 本研究課題では、情報発信のために、公開ポータルサイトを設け、研究成果を構

造化・標準化して集約した DB として発信するとともに、タンパク質研究を支援す

る情報資源として、日米欧のアミノ酸配列 DB を集約した CASAdb、アミノ酸配列

のオンライン解析システム FUJIdb、化合物相互作用の情報を集約した PCIdb など

を構築・公開した。また、これらの利用について、各種学会、公開シンポジウム、

講習会等で積極的に広報に努めたほか、YouTube への TargetTanpaku チャンネル

の設置などを通して情報発信を行った。一方、研究課題間で情報を共有するための

データベースとして、共有ポータルサイト、研究成果 DB、ビームタイム予約システ

ム、ビームライン情報システムなど本プロジェクト推進に必要なシステムを整備し

た。  
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３．研究体制について 
 共有ポータルサイト、公開ポータルサイトを含む情報プラットフォームの構築に

当たっては、研究課題内の他の研究機関にも分担を求め、プログラム内外ともに有

益なものとした。研究成果ならびに構造生物学一般の成果を集約し、多様な利用者

に提供するキュレーションなどに従事した若手補助員は、情報処理の専門家として

成長しており、人材育成の面でも成果が上がっている。 
 
 
４．今後の展望について 
 本課題で構築した情報プラットフォームは、共用のビームラインの利用者に利便

を供給するのみならず、公開の DB は、広く世界のタンパク質研究者の研究を支援

する貴重な情報資源となる。また、本共有サイトは大規模な国家プロジェクトの管

理運営を支援するシステムへと展開できる。今後、応答速度や利用者インターフェ

イスの改良を続けることにより、各研究機関における諸々の評価対応作業や評価用

データベースと連携させることで、多様な国家プロジェクト運用支援システムへと

進展させることが可能となる。このような努力の継続は今後とも必要で我が国にと

っても不可欠なものである。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ｂ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：大阪大学・中村春木 
分担研究内容：情報マネージメントシステム：タンパク質実験情報の収集と品質

管理 
 
 
１．総評 
 本課題では実験プロトコール・データに関してオントロジーを用いた標準化作業

を実施し、さらに、基本的な実験プロトコールの収集・登録を行うことによりデー

タベースの構築を行った。その結果、本ターゲットタンパク研究によって開発され

た新規で有用な実験プロトコール・データを着実に収集し、データベースとして

261 件を登録して、国内外に対して公開した。オントロジーを使った記述は機械可

読性を高める観点からも重要であり、今後、他の研究課題の実施者からも、実験情

報を統合化する活動に理解と協力を得て、データベースをさらに充実させる努力を

続けてほしい。このように、実験プロトコールのデータベース化はアカデミアの研

究者のみならず、産業界においても貴重な情報源となるが、今後、すでに発表され

て論文や書籍になっているものからの情報も収集することにより、より充実し、広

範囲の研究者が利用できるデータベースへと発展すると判断される。本データベー

スは初心者にも使えるようにマニュアルが整備されており優れた情報ツールとして

今後、広報に努めていただきたい。また、Spring-8 と Photon Factory の X 線結晶

回折実験の結果、1420 をデータベース化し、プロジェクト内で閲覧可能にした点も

評価できる。但し、このような大きな成果を維持し発展させていくためには、大阪

大学などの公的機関による継続的な支援が必要と考えられる。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 タンパク質実験プロトコールを標準的に記述するため、オントロジーを開発し、

オントロジー・エディター構造および本プログラムで開発した実験プロトコール入

力システム(TPPE)を利用して、本ターゲットタンパク研究によって開発された新規

で有用な実験プロトコール・データを収集した。これら実験プロトコールをデータ

ベースとして整理し、261 件を登録して、国内外に対して公開した。オントロジー

を使った記述は機械可読性を高める観点からも重要であり、今後、他の研究課題の

実施者からも、実験情報を統合化する活動に理解と協力を得て、データベースをさ

らに充実させる努力を続けることが期待される。また、Spring-8 と Photon Factory
の X 線結晶回折実験の結果をオントロジーを用いて整理した実験プロトコールのテ

ンプレートを用い、データ・インスタンスをインポートする仕組みを開発した。こ

の仕組みを利用して、オントロジー化された実験データ 1420 件をデータベース化し、

プログラム内で閲覧可能にした。本件に関しても今後のデータの充実が期待される。 
 
３．研究体制について 
 我が国のプラットフォーム構築を目指して、菅原グループと車の両輪の役割を果

たしてきた。両チームが今後ともこのような活性を継承して行けるように援助する

ことが国家的戦略として必要と考える。また、人材育成面では、生化学の知識は十
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分持っているが必ずしも情報科学やオントロジーについての知識を持っていない研

究者に対して、必要に応じて情報科学やオントロジーの知識を教育し、十分な能力

を有する人材として育てた。 
 
４．今後の展望について 
 ターゲットタンパク研究プログラムで開発されたオリジナルな実験プロトコール

は、アカデミアのタンパク質研究者にとって貴重な資源であるばかりでなく、広く

産業界にとっても重要な情報であるので、論文では詳細が記述されていない内容を、

データベースとして PREIMS ポータルから発信することは産業界への橋渡しとして

も貴重なツールとなると判断される。これを陳腐化させないためには、大阪大学蛋

白質研究所や国立遺伝学研究所など、公的な機関の支援によって、最新の知識を加

えながら維持していく必要がある。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ｃ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：東京大学・大野美恵 
分担研究内容：プロジェクト推進の支援 
 
 
１．総評 
 事務局として、十分な活動を行い、その役割を果たしたと思われる。その成果は

情報 C1 の推進と相互連絡であり、プロジェクトの推進にあたって大きく貢献した。

ただし、情報発信の面では多少疑問が見られた。すなわち、パンフレットやニュー

スレターを研究機関・企業に配布したとあるが、実際に目にした研究者が少ないと

の指摘があった（website 経由ではダウンロードできるとのことであるが）。また、

一般人向けということで、漫画のパンフレットが多かったが、本来、学部生レベル

に関心を持って貰えるような広報資料が必要ではなかったかと判断される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 本プロジェクト全体における事業の円滑な運営と事業目標達成のために、事務局

として、研究等の支援業務、本プロジェクト内の各種会議の調整・開催実務、会議

資料の作成、議事録作成、公開シンポジウムの準備、公式サイトによる情報発信な

どを適切に行った。さらに、本研究プロジェクトの研究内容あるいは研究成果を分

かりやすく解説したパンフレットの作成・配布を行うとともに、非専門家にも理解

できるリーフレットを発刊、社会一般への広報にも努めた。 
 
 
３．研究体制について 
 事務局機能を担っており、研究者間の交流支援や各課題間の連絡調整等を十分に

行った。 
 
 
４．今後の展望について 
 プログラム終了時まで、委員会などの円滑な運営およびタイムリーな広報活動に

努めると同時に、成果とりまとめ支援、本研究プログラムの知的財産取得のための

支援及び調査業務を確実にこなすことが産業界への技術移転につながるものと期待

される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ｅ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：お茶の水女子大学・由良敬 
分担研究内容：構造バイオインフォマティクス技術利用の推進 
 
 
１．総評 
 本研究課題では、明らかになったタンパク質立体構造の情報を類縁タンパク質に

拡張し、構造解析困難なタンパク質の立体構造を実験解析と同程度の精度で明らか

にするため、精度を向上させたモデル構造構築法を開発するほか、タンパク質間相

互作用において 2 つのタンパク質がどのような配向で相互作用するかを推定する方

法の開発を行った。その結果、立体構造モデリングの基礎として、高精度アライン

メント法を開発し、モデル構造の精度を上げることができた。この技術を利用して、

タンパク質立体構造予測とホモロジ―モデリングの国際コンテスト CASP９に参加、

他国チームと互角の高精度ホモロジーモデル構造の構築に成功した。また、タンパ

質間相互作用の予測方法を研究開発し、さらに、タンパク質間相互作用界面に世界

で初めて新規特徴（絡まり構造）を見出した。特に、タンパク質複合体界面では、

単体としては変性状態にあるペプチド鎖が、複合体形成によってしっかりと固定し

た構造になるという例を発見し、「絡まり性」という新しい概念を提起したことは

評価できる。研究開発した技術は、インターネットで公開し、プログラム内外の研

究者が利用できるようにした。一方、今後、世界をリードする研究を行うため、立

体構造の構築に必要なモデリングプログラムにまで踏み込んで独自開発を継続する

ことを期待する。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
２．研究の進捗状況について 
 立体構造モデリングの基礎として、高精度アラインメント法を開発し、モデル構

造の精度を上げることができた。この技術を利用して、タンパク質立体構造予測と

ホモロジ―モデリングの国際コンテスト（CASP9）に参加、他国チームと互角の高

精度ホモロジーモデル構造の構築に成功した。また、タンパ質間相互作用の予測方

法を研究開発し、さらに、タンパク質間相互作用界面に世界で初めて新規特徴（絡

まり構造）を見出した。特に、タンパク質複合体界面では、単体としては変性状態

にあるペプチド鎖が、複合体形成によってしっかりと固定した構造になるという例

を発見し、「絡まり性」という新しい概念を提起した。研究開発した技術は、イン

ターネットで公開し、プログラム内外の研究者が利用できるようにした。 
 
３．研究体制について 
 研究の進捗管理を行うため、課題内で、代表研究者と頻繁に連絡をとったほか、

分担研究者とも連絡を取りつつ協力して進めた。情報共有化にも努め、コンピュー

ターネットワークを最大限に生かして効率的に実施した。一方、プログラム内課題

との共同研究を積極的に進め、課題内の全技術を連携した統合サーバ（ToSY）を研

究代表機関に設置した。また、プログラム外研究者とも共同研究を進めるよう努め

た。加えて、若手人材の育成、ターゲットタンパク研究プログラム内研究者向けの

講習会なども着実に実施した。 
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４．今後の展望について 
 タンパク質立体構造の高精度モデリング手法の開発により、実験的に決定が難し

いタンパク質の予測構造を提供できる可能性を広げた。この成果は我が国の科学技

術発展に寄与するばかりではなく、医薬品開発を初めとする産業界への貢献も期待

される。研究開発した新技術はインターネットでも公開しているので、今後の利用

拡大が期待される。 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ｆ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：長浜バイオ大学・塩生真史 
分担研究内容：ターゲットタンパクプログラムの情報解析支援 
 
 
１．総評 
 マルチドメインタンパク質の、ドメイン間相互作用部位の構造的な特徴を既知の

構造情報から抽出し、未知タンパク質に応用してドメイン間相互作用部位を推定す

る方法を研究開発した。さらに、推定された相互作用面の情報に基づいてマルチド

メインタンパク質の全体構造をモデリングする手法も研究開発し、世界で初めて

web サーバー上で公開したことはアカデミアのみならず、産業界への貢献としても

評価できる。ただし、本研究では単にブラインドテストでの一例を示しているに過

ぎない。もっと多く（最低数十種類）の構造が明らかになっているタンパク質での

実例を示し、ドメイン間相互作用モデリング法の有効性の検証を実施すべきと判断

される。また同時に、他の手法での結果も合わせて示すことが必要である。一方、

他機関とのコンドロイチン硫酸合成酵素の構造予測の共同研究成果が報告されてい

るが、本研究分担者のグループ内での役割を反映したものではなく、ターゲットタ

ンパク研究プログラムでの研究成果とは評価できない。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

優れていると評価できる。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 マルチドメインタンパク質の、ドメイン間相互作用部位の構造的な特徴を既知の

構造情報から抽出し、未知タンパク質に応用してドメイン間相互作用部位を推定す

る方法を研究開発した。さらに、推定された相互作用面の情報に基づいてマルチド

メインタンパク質の全体構造をモデリングする手法を開発し、世界ではじめてイン

ターネットで公開した。 
 
 
３．研究体制について 
 本プログラム内では、菅原グループと協力してタンパク質解析ツールの調査を実

施した。また、学部生、大学院生に対して、構造バイオインフォマティクスに関す

るテーマを与えて教育するなど、人材育成にも努めた。 
 
 
４．今後の展望について 
 未知のタンパク質のドメイン間相互作用部位を推定する方法を研究開発し、世界

で初めてインターネットで公表したことは、アカデミアばかりでなく医薬品を始め

とする各種産業への貢献としても評価できる。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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技術開発研究（拠点）：情報Ｃ１－Ｇ（機関の評価） 
課題名：ターゲットタンパク研究情報プラットホームの構築運用 
代表機関名：国立遺伝学研究所 
機関名・研究者名：産業技術総合研究所・藤博幸 
分担研究内容：ターゲットタンパクプログラムデータの独自解析推進 
 
 
１．総評 
本課題は難解析タンパク質複合体の立体構造解析を支援するために開発された構

造バイオインフォマティクス技術の共用利用支援と技術向上を目標に置いている。

開発したタンパク質の高精度立体構造モデリングや相互作用部位推定などの技術は

インターネットを介して共用し、オンデマンドで解析支援を実施する役割を担って

いる。これまでに、Nox 系ペルオキシダーゼの触媒ドメインの分子系統解析やユビ

キチンファミリーの構造と機能について予備的な解析を実施した。また、ケモカイ

ン受容体ファミリーについても予備的な解析を行っている。しかし、これらの研究

の意義についての説明は明確とは言えず、方法論もはっきりしていない。また、得

られた成果はいずれも断片的で、予備的な結果の記載に終始しており、完結した結

論にまで至っていない点が憂慮される。 
 これらの内容を踏まえて考えれば、本研究課題の進捗状況及び得られた成果は、

十分とは言い難い。 
 
 
２．研究の進捗状況について 
 当初の目標に比し、60％程度の達成度であり、進捗度は十分とは言い難い。これ

までに、Nox 系のペルオキシダーゼの触媒ドメインの分子系統解析やユビキチンフ

ァミリーの構造と機能について予備的な解析を実施した。また、ケモカイン受容体

ファミリーについても予備的な解析は実施した。しかしながら、いずれも予備的検

討あるいは基礎研究の域を脱しておらず、既知データとの比較も行われていないた

め、明確な結論を導き出すまでには至っていない。 
 
 
３．研究体制について 
 ポスドク 1 名及び大阪大学の研究協力者１名と協力して本プログラム内外の研究

者の実験支援を実施した。 
 
 
４．今後の展望について 
 一つ一つの研究テーマについて、方法論を明確にして結論を導き出す努力が必要

となる。十分な研究成果が上がれば社会への還元も期待できるが、そのためには、

相当の努力が必要と判断される。 
 
 
５．その他特記事項 
 特になし。 
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Ⅲ．おわりに 
 
今回のターゲットタンパク研究プログラムの評価において、最も印象に残っ

たことは、これまでにないＰＤ・ＰＯマネジメント・システムによるプロジェ
クトマネジメントがなされており、非常に高く評価できることである。このマ
ネジメント・システムは、他のプロジェクトにおいてモデルになるものと考え
る。文部科学省においては、その点を考慮して、今後の対応を考えるべきであ
る。 
一方、以下のことについて、文部科学省に対して意見が述べられ、今後、こ

のマネジメント・システムを新たなプロジェクトにおいて開始する際には、留
意すべきと考える。 
 
・ プロジェクト開始の手順に関して、例えば、ＰＤの選出時期、ＰＤと代

表機関の代表研究者との協議、等についてもっと前倒しする方が、円滑
な運営の為に望ましいかもしれない。今後、新たにプロジェクトを開始
する際には考慮が必要であろう。 

・ ＰＤ・ＰＯの選出に際して、最先端のタンパク質研究には、構造、機能、
生命情報など、異なる背景を持つ研究者の総力を結集する必要があるこ
とから、ＰＤ・ＰＯには自分の分野を越えて全体像を把握したマネージ
メント能力が必要となる。よって、ＰＤ・ＰＯの選出に際して、研究者
から広く意見を聞くなどして、決めることが望ましい。 

 

技術開発研究課題には、さらに長期的な研究計画のもとで、多くの研究資金

を投入する必要があるが、科学的貢献を論じると同時に、コスト・パフォーマ

ンスについての考察も外せない。一方、技術開発研究課題では研究者も限られ

ており、実施者には「タンパク３０００プロジェクト」と同じ研究グループが

多く見られたことは、やむを得ない面もあろうが、もっと多様な組織構成が望

まれたとの意見もあった。 

また、今後の取組として、タンパク質構造解析のための技術開発と同時に、
タンパク質構造を産業基盤として社会の要請につなげていける人材育成につい
て、広範な学問分野を系統的に教育する体制の構築・維持が不可欠であり、次
世代のタンパク質構造機能ネットワーク研究を担う若手の人材育成に向けた効
果的な教育体制の構築が必要である。また、ポストドクターや若手研究者につ
いて、多様なキャリアパス構築の体制整備にも取り組むことを期待する。 
分子生物学の本質は高次の生命機能を最終的には化学や物理学の言葉で理解

し説明することにある。構造生物学者にはこの本質を理解し、生物学的現象に
ついて生物学や医学研究者等に匹敵する深い洞察力と明解な問題意識が要求さ
れる。本プログラムがこのような人材の養成に十分成功したか否かは、今後の
発展が示すことである。欧米にはMRC分子生物学研究所、EMBL、Max Planck研究
所、Scripps研究所といった我が国が手本にするべき研究所がある。こうした計
算生物学やデータベースを包含する構造生物学のコアとなる研究所の設立が望
まれる。更に、欧米の著名な大学をみれば、生命科学関連のほとんどの学科に
構造生物学や生命情報学の研究室が設置されている。これに比して日本の現状
は貧弱と考えざるを得ず、人材養成への道は極めて狭い。 
ターゲットタンパク研究プログラムに対する国民の期待は大きく、また、生
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命の基本現象の解明、創薬や産業応用への研究基盤となる技術開発という目標
を実現するために本プログラムが果たすべき役割は大きい。今後は、本評価結
果や、上述したような意見を踏まえ、効率的・効果的な研究開発が推進され、
国民へ成果が還元されることを希望する。 
最後に、このプログラムに限らない我が国の現状として、研究費の集中化が

見られるとの指摘がなされた。同一研究者の行う類似の研究テーマへの、異な
るプロジェクトや異なる省庁からの複数の研究費による研究成果を、公平かつ
厳密に評価すべきである。我が国の研究費配分とそれによる成果評価に係る重
要な課題として、ここに提起しておきたい。 
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