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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名：アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進（国際共同研究の推進）
■課題名： 階層別分子動態可視化のための先端技術開発
■機関名： 早稲田大学 理工学術院
■代表者名（役職）： 石渡 信一 （理工学術院 教授）
■共同研究機関名： 東京大学大学院医学系研究科 疾患生命工学センター
■共同研究機関代表者名（役職）： 秋本 崇之 （講師）
■共同研究機関名： National University of Singapore (NUS) Department of Medicine
■共同研究機関代表者名（役職）： Liang Fengyi (Medical Doctor)
■共同研究機関名： Duke-NUS Graduate Medical School Singapore (Duke-NUS)
■共同研究機関代表者名（役職）： Zhen Yan (Associate Professor)
■共同研究機関名： Waseda-Olympus Bioscience Research Institute (WOBRI)
■共同研究機関代表者名（役職）： 尾崎 美和子 （教授）
■実施期間： 3 年間
■実施経費： 88.4 百万円（間接経費込み）
課題概要
１．研究の目的
疾患発病機構解明と治療に向けて細胞内局所環境を可視化するための技術開発を行い、基礎
研究から臨床応用研究までを繋げる国際共同研究のためのネットワークを構築し、アジア発先端技
術開発のための国際標準の創出を目指す。
２．内容
分子標識の常法であるヒスチジンタグに結合する修飾剤を開発し、修飾剤と環境センシング機
能を持った蛍光分子を結合することにより各種機能性プローブ群を作成する。
非細胞系から動物個体まで各階層でのより実用的な可視化システムを構築する。
３．研究実施体制
早稲田大学シンガポール拠点 WOBRI（Waseda Olympus Bioscience Research Institute）を中心
に専門性の高い技術を結集し、技術開発のための融合研究を行う。タンパク質プローブの開発を
独）理化学研究所・脳科学総合研究センター、工学的要素技術及び有機合成の特化した技術を
National University of Singapore （ NUS ） や シ ン ガ ポ ー ル バ イ オ ポ リ ス 内 機 関 Institute of
Bioengineering and Nanotechnology（IBN）と連携することで強化する。動物への応用は東京大学、
WOBRI、Duke-NUS （シンガポール）で行う。結集された技術やノウハウは、特許出願などを通して
最終的に日本に還元される。
採択時コメント
本提案は、細胞内環境の可視化技術について、シンガポール側機関と共同で、本分野の先端
技術創出を目的とした基礎研究を実施しようとするものであり、アジア発の先端技術開発の成果が
期待できると判断された。本分野の技術は広範な応用に向けた基盤技術になるものと期待される。
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また、提案機関はシンガポールに拠点を持っており、研究を継続的に実施し得る体制構築が容易
であると考えられ、この点も高く評価された。海外の機関との共同研究体制をさらに充実し、大きな
成果につなげられたい。なお、開発技術の標準化への道筋を明確化した計画とするとともに、成果
や知財の扱いに十分留意した上で、課題を実施されることを望む。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費を含む）

(単位：百万円)

研 究 項 目

所要経費

研 究

担当機関等

担当者

1. 可視化技術開発のための 早稲田大学

石渡 信一

理工学術院

武岡 真司

基礎研究と全体の取り

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

年度

年度

年度

27.5

28.1

29.7

85.3

2.1

1.0

0

3.1

29.6

29.1

29.７

88.4

合計

尾崎 美和子

纏めのための研究活動

鈴木 団
新井 敏

医学系研究科

疾患モデル動物の解析

所 要 経 費

秋本 崇之

東京大学大学院

2. 要素技術支援および

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
設備備品費

研究項目２

計

13.3

1.5

14.8

0

0

0

人件費

23.6

0

23.6

業務実施費

28.7

0.9

29.6

間接経費

19.7

0.7

20.4

計

85.3

3.1

88.4

試作品費
（H20 のみ）

(H20)
事業実施費
（H21、H22）

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
品名

研究項目

数量

取得金額

取得年月日

熱量分析及びデータ分析装置

可視化技術開発のための基礎研究と全

1式

12.7

H20.10,21

体の取り纏めのための研究活動
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
① 実施期間終了時における具体的な目標（様式７－４ （２））
・His-tag タンパク質を特異的に認識する修飾剤と手法を確立する。この修飾剤に光スイッチ、高輝度
蛍光粒子などを結合した機能性プローブを合成し、各プローブに適した計測技術の確立を目指す。
His-tag タンパク質に特異的な標識が可能な His-tag 修飾剤を、既報の修飾剤をもとに改良
を加え合成する手法と、全く未知の化合物をスクリーニングする手法の二つにより、探索した。特
に、コンビナトリアルケミストリーにて構築したケミカルライブラリーと質量分析計を用いた独創的
なスクリーニングシステムによって選別し、物理化学的な等温滴定型熱量計(本研究課題で購入)
によりバリデーションを行った上で、利用できるレベルまで量合成を行った。修飾剤の評価は、非
細胞系および細胞系を用いて行った。その上で、最も有効と思われる修飾剤を蛍光分子や
Q-dot、そして環境応答性の蛍光ナノ粒子に結合することにより、機能性蛍光プローブシステム
を構築した。さらに、消光部位を持つヒスチジン 6 量体と His-tag 修飾部位を持つ蛍光分子をコ
ンプレックス形成させて Off 状態にし、標的 His-tag タンパク質を認識すると消光部位結合 His
オリゴマー分子が外れて On 状態となるシステムを開発し、特許出願を行うと共に実証実験の結
果を論文発表した。そして、これら新規機能性蛍光プローブに関してその機能を定量するための
検量線を作成し、光学顕微鏡による評価系を構築した。これらの結果、上記の当初目標を達成
することができた。
・機能性プローブをモータータンパク質及び心筋収縮系に応用し、安定した分子モーター歩行メカニズ
ム、心筋拍動における収縮系のダイナミクス（心臓の加齢、病態との関連）、及び細胞内における動
作･制御機能に関する知見を得る。
評価行程を通過した機能性蛍光プローブは、一分子レベルや細胞レベルで実際に応用され
た。一分子レベルでは、His-tag 修飾部位に Q-dot を結合したものを His-tag ミオシン V にラベ
ルし、ミオシン V の歩行を１分子毎に観察した。歩行速度、歩行距離の測定から、このラベル法
がミオシン V の機能を阻害しないことを確かめた。また、温度応答性蛍光分子を封入したナノ粒
子を細胞内に取り込ませた。その結果、モータータンパク質群による細胞内顆粒運搬の動作・制
御機構における温度応答性に関して新しい知見が得られた。これは当初の目標を超える成果で
ある（現在、論文準備中）。
心筋細胞（成体および幼若ラット）の温度応答性については、独自に開発した熱パルス励起
顕微法を用いて、熱パルスに伴って細胞が興奮し、収縮振動を引き起こすことを発見した（論文
準備中）。また、ヒト心筋収縮系（ヒト倫理委員会承認済み）について、自発的振動収縮特性を研
究し、とくに正常心筋と病態（拡張型心筋症）の収縮系の振動パターンに有意な差があることを
見出した。
さらに心筋細胞の拍動メカニズムを明らかにしようとする研究において、分子モーターと細胞
骨格タンパク質とで自己組織化された規則的格子構造が、自動拍動を生み出す原因であること
を示唆する実験結果を得た。さらにこれらの結果をもとに、自励振動運動特性をほとんどすべて
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説明することができる理論モデルを構築することに成功した。以上、心筋収縮系のダイナミクスに
関する研究は、当初の目標を超える成果を上げている。
・機能性プローブを神経疾患リスクタンパク質に応用し、疾患発病機構に関する知見を得る。
His-tag 修飾部位結合蛍光分子/消光部位結合 His オリゴマーコンプレックスを用いて、膜タ
ンパク質であるニューレグリン細胞外ドメインに His-tag を融合させ、強制発現させた状態の細胞
に適用すると、洗浄操作を行わずにニューレグリンを蛍光標識できた。本 His-tag 蛍光プローブ
を用いて精神疾患リスク遺伝子のタンパク質切断と分泌機構に関する知見が得られた。
病態モデル動物を用いた統合失調症発病機構の解明をシンガポール国立大学(NUS)と
Duke-NUS 大学院と行い、精神疾患リスク遺伝子のタンパク質切断と分泌が発病と関連している
ことを示す結果が得られた。また、温度感受性色素を機能性プローブとして用いた神経活動計
測装置を開発し、脳機能計測が可能なことを示した。本計測法が脳組織や動物個体へ応用で
きることから、現在シンガポール科学技術庁（A*STAR：Agency for Science, Technology and
Research）および Duke-NUS 大学院とその評価をおこなっている。更に、疾患診断への応用のた
めには、計測対象とする脳内部位を特定し、作動性ニューロンを識別する必要がある。そのため、
ドパミン作動性ニューロンのみを認識する蛍光プローブの開発を A*STAR 研究所 Singapore
Bioimaging Consortium (SBIC)と行った。１万個以上からなる低分子化合物ライブラリーからのス
クリーニングにより、ドパミンを認識するプローブが得られ、蛍光強度の差としてドパミン量を検
出・同定することが期待できる。以上のことから、上記の当初目標を達成することができた。
② 実施期間終了後の取り組み（様式７－４ （３））
早稲田大学とオリンパス株式会社との共同出資により 2004 年に開設した早稲田-オリンパスバ
イオサイエンス研究所（WOBRI）を、2009 年 9 月 14 日より早稲田大学バイオサイエンスシンガポ
ール研究所（WABIOS）と改組し、早稲田大学が単独で運営する研究機関として、シンガポール
における研究環境を整備した。さらに現在、大学の方針として、WABIOS を早稲田大学研究院
の重点領域研究とすることにより、持続的に運営できる体制を整えつつある。これまでも、
WABIOS を拠点として早稲田大学とシンガポールの研究・教育諸機関（A*STAR、NUS、Duke－
NUS、NTU）との間で連携協約を締結し、協力体制を整えてきたが、大学内での WABIOS の存
在基盤が強固になったことから、シンガポールの諸機関との連携をより一層強化し、WABIOS を
日本の研究・教育機関を代表する国際共同研究の拠点とすることができる。
WABIOS を中核として人的ネットワークをより発展させ、基礎生命科学にとどまらず、融合的技
術開発や臨床応用研究（具体的には、動物個体を用いた創薬における新規物質スクリーニング
の手法となることを意識して、細胞系での新規プローブの応用と最適化など）を先導する機関とし
ての地位を確立する。WABIOS は、現在のところシンガポール政府から研究費の援助を直接受
けることができる機関とは認定されていないため、連携研究者としてシンガポール研究者のプロ
ジェクトに参画している。上述のネットワークを発展させ研究レベルをより向上させることで、シン
ガポール内での認知度を高め、将来的にはシンガポール政府からも公的援助を受けることがで
きる存在にする。特筆すべき点として、本研究課題で雇用されていた博士研究者新井は、現在
Dr. Young-Tae Chang （Department of Chemistry, NUS 及び Principal Investigator, SBIC,
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A*STAR の兼任）との共同研究が新規に生じ、2011 年 1 月より NUS の Research Fellow として
Chang 研究室で研究を開始している（JSPS 頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラ
ムの一環）。また、尾崎 G は本年 4 月から A*STAR 研究機関に異動し、日本・シンガポール間を
結ぶ国際標準化拠点を兼ねた要素技術評価機構を整備、George Augustine, Young-Tae
Chang 博士らと本研究テーマを継続することによって実用化（特に脳科学）のための可視化技術
開発•評価拠点の推進と強化を図っている。
③

期待される波及効果（様式７－４ （４））
日本の研究教育機関に属し、理化学的な実験環境が整っている研究所が海外に存在するこ
と自体が非常に珍しく、本研究を展開している WABIOS ならびに本研究の内容が広く注目される
ようになった。その結果、WABIOS には、以下に記載したように、「政」（海江田万里 経済産業大
臣、松本剛明 外務大臣、高木義明 文部科学大臣、玄葉光一郎 国家戦略担当、宇宙開発担
当大臣、内閣府特命担当大臣（「新しい公共」、科学技術政策）など（以上いずれも 2011 年 5 月
現在））、「官」（文部科学省・JST・経済産業省・NEDO・JETRO などの視察団）、「財」（シンガポー
ルへの進出を検討している企業のマネジメント層）、｢学｣（京都大学副総長などの大学関係者を
はじめ、高校関係者も含む）といった多様な来客を本実施期間中に受けた。本研究ならびに
WABIOS の認知度は極めて高く、今後 WABIOS 並びに本研究の展開が成功すれば、「アジア・
アフリカ科学技術協力の戦略的推進 （国際共同研究の推進）」の一つのモデルが提案できる。

（２）実施計画に対する達成状況
①可視化技術開発のための基礎研究と全体の取り纏めのための研究活動
・計画（目標）：本研究ではまず、ヒスチジン 6 量体を選択的に標識する修飾剤を開発し、さらにこ
の修飾剤に環境応答性化合物や光スイッチ素子などを結合した機能性プローブと、その可視・測
定・制御法を目的別に作成する。測定の対象は、タンパク質の位置、局所温度、膜電位といった物
理量と、そのタンパク質が存在する局所環境の[Ca2+]、[K+]といった化学量である。そして精製タン
パク質１分子系、タンパク質集合体・超分子系、細胞系、細胞集合体・臓器系のレベルから、多様
な新規プローブと測定量を武器にタンパク質１分子の視点でアプローチする戦略をとる。
・達成状況：ヒスチジン 6 量体と高い親和性を持つ候補分子を、コンビナトリアルケミストリーを用
いて独自に構築したケミカルライブラリーの中から質量分析計を利用して選別し、これを物理化学
的手法で親和度を求めた上で、最も高い親和度にてヒスチジン 6 量体を選択的に標識する修飾剤
を量合成した。さらに、この修飾剤に環境応答性蛍光分子を封入したナノ粒子や消光部を結合さ
せたヒスチジン 6 量体と複合させた系を構築し、その顕微可視化・測定・制御法を目的別に作成し
た。具体的には、His-tag 発現タンパク質を認識して発光する光スイッチ機能を持つ機能性プロー
ブや温度応答性蛍光ナノ粒子を開発し、His-tag タンパク質の位置と局所温度といった物理量を
測定できた。局所環境の化学量[Ca2+]に関しては、現在修飾部位と Fura-2 誘導体を結合させたプ
ローブを合成している。膜電位や[K+]に関しては、具体的な開発に踏み込めなかった。全体として
は、細胞内の局所環境を可視化するための各種新規プローブの開発、及びプローブにあわせた
顕微解析・評価の手法を構築することができた。新規プローブの解析・評価系は、タンパク質系か
ら細胞系、動物個体系まで、１分子から生物個体に至る生物階層構造全般にまたがって準備され
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た。その過程において、既存の日本・シンガポール間での共同研究ネットワークを強化できただけ
でなく、将来展開を可能にする組織的・人的ネットワークを新たに構築することができた。
②要素技術支援および疾患モデル動物の解析
・計画（目標）：張力依存性蛍光プローブを開発し、細胞がどのように物理的刺激（メカニカルスト
レス）を感知し、メカノトランスダクションにより表現系を変化させるかを研究する新規学問領域であ
るメカノバイオロジーへの応用を目指す。
・達成状況：張力依存性蛍光プローブの開発を進めていたが、2010 年 7 月に本研究と全く同じコ
ンセプトで、p130Cas の基質ドメインをビンキュリンに結合させた張力依存性蛍光プローブが米国
のグループより報告された（Grashoff et al., Measuring mechanical tension across vinculin reveals
regulation of focal adhesion dynamics. Nature 2010 Jul 8;466(7303):263-6）。このため、新規張力
依存性蛍光プローブの開発を中止し、既存のプローブを用いた in vivo での観察系の構築を目指
して研究を継続している。
一方、メカニカルストレス負荷中の細胞を蛍光顕微鏡下でリアルタイム観察するシステムの構築
に成功した。これにより、メカニカルストレス応答性の細胞内シグナルを一細胞レベルでリアルタイ
ムに観察することが可能になった。また、別種のメカノセンサーの開発を模索して、p130Cas 関連の
共同研究に関して、NUS の准教授 Dr. Sawada と打ち合わせを開始した。
また石渡 G は、アクチンフィラメントがメカノセンサーになりうることを示した上で、メカノセンサーと
して機能する可能性がある数種類のアクチン結合タンパク質について検討した。この課題につい
ては、NUS のメカノバイオロジーG との共同研究（MOU 締結・更新）も始まった。
③世界のバイオ情報の収集と利用、融合研究・臨床応用研究への発展のための活動
・計画（目標）：尾崎 G は、これまで電気信号パターンにより制御される分子の解析を行ってきた。
幾つかある分子のうち、最も成功した例が、１９９７年に報告した神経栄養因子の１つニューレグリン
（NRG）である。本提案では新技術を細胞レベル、in vivo レベルで評価すると共に、それを神経科
学分野に応用する。特に NRG タンパク質のプロセッシングと分泌は統合失調症の発病に重要であ
るため、可視化技術を用いてその生理的意味を明らかにする。また、神経細胞がもつ電気信号と
分子動態を同時に可視化し、電気信号により制御されている機能がどの分子動態により制御され
ているかを明らかにすることで、創薬ターゲット部位を明らかにしていく。
・達成状況：化学合成グループ（武岡 G、研究協力者岩井 G、共同研究者 Lu G, 研究協力者
Chang G）で合成された化合物を株化細胞および神経細胞を用いることにより応用が可能かどうか
の評価を行い、その結果を合成グループに還元することにより 神経細胞で実用化可能な評品を
選択した。培養細胞を用いた評価基準をクリアした評品は、組織レベル、動物個体レベルへと応
用の階層を上げていった（図-28 参照）。更に最終評品を用い統合失調症の発症機構の解明、診
断、治療のための応用と技術開発を試みた。計画目標にあるように、NRG タンパク質のプロセッシ
ングと分泌と統合失調症発病の関係を調べるために、日本およびシンガポール医療機関が適正
に取得した患者からの血液サンプルを解析し、分泌型 NRG の量の上昇が発病と関係している可
能性を示した。分泌を制御するための創薬ターゲット部位同定のために In Silico による予測と実験
系による実証を行うことにより、標的を NRG の１アミノ酸にまで絞り込んだ。その際、本研究課題遂
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行中に得ることができた合成品を用い分子動態解析を行った。また、タンパク質分断と分泌が特定
の電気信号により制御されていることから、電気信号変化とリンクしている細胞内 Ca2+濃度変化と
NRG の関係を解析した。その結果、NRG は NMDA 受容体と協調して細胞内 Ca2+濃度を変化させ
ることを明らかにし、Ca2+の細胞内局所環境を観察するための準備を行い、応用別評価項目をクリ
アしたものについては実際に応用に用いられた。また、合成品を用いた動物個体への応用として、
企業の要素技術を改良、組み合わせることにより動物個体を用いた機能計測法の原型が確立で
きた。
（３）採択コメントに対する対応
採択時コメント「海外の機関との共同研究体制をさらに充実し、大きな成果につなげられたい」に基
づき、在シンガポール機関との共同研究体制を実施前より充実するように努めた。特に２００９年設立
の NUS メカノバイオロジー研究所や A*STAR 研究所との新たな連携（それぞれ、共同研究だけでなく
学生交流を含む MOU などを締結）や、シンポジウムやワークショップの開催・協賛といった学術交流を
進めることで、シンガポールの研究社会へ徐々に根付くことに成功している。その結果 WABIOS は、早
稲田大学が新設した“課題設定型重点領域研究拠点”として唯一認可され、特別支援のもとでの活動
が認められた。こうして、シンガポールでの共同研究を継続的に実施しうる体制を構築し、WABIOS の
存立基盤を本プロジェクト開始前よりも強固にすることができた。また「開発技術の標準化への道筋を
明確化した計画とする」ため、化学合成から in vitro, in vivo 系を経て動物個体系へ向かう新規プロー
ブの開発・標準化にあたり、異なる研究分野を背景に持つ多国籍の研究者集団を、WABIOS を中心と
してシンガポール研究機関と共に組織した。「成果や知財の扱いに十分留意した上で、課題を実施さ
れることを望む」については、早稲田大学国際 TLO と綿密に連携を取り、輸出管理に関する法令、知
的財産の管理について対応した。更に現在、早稲田大学国際 TLO と連携を取ることにより、大学とし
て契約関連の整備を進めている。なお、ミッションステートメントについては変更なし。
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
初年度に Dr. Zhen Yan（Duke-NUS）が米国に異動したため、「筋・心臓疾患系モデル動物の解析
と新規技術の in vivo への応用研究」に関する研究は、Dr. Zhen Yan の協力無しに独自に展開するこ
ととなった。ただ、この連携は筋肉に関する研究であったために、石渡・鈴木 G によってカバーできた。
従って、本研究課題の進捗にとっては重大な支障とはなっていない。Duke-NUS の代表は Dr. Zhen
Yan に代わり Dr. George Augustine が担当することになった。
また申請当時シンガポールにおける早稲田の研究拠点は、オリンパス株式会社と早稲田大学が運
営する会社組織（共同研究所 WOBRI）であったが、2009 年 3 月をもって 5 年間の計画が終了した。
その後、振興調整費による展開状況を踏まえて早稲田大学内での検討が行われた結果、早稲田大
学独自で運営する WABIOS が 2009 年 9 月に設立され現在に至っている。振興調整費の研究期間の
半ばで研究所が大幅に改組されたことによって、半年間ほどシンガポールでの研究拠点に空白期間
があった。そのために動物個体を用いる実験に遅れが生じた。しかし結果的には、WABIOS が設立さ
れたことによって、本研究を将来にわたって展開する上でプラスとなった。
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２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①先端技術・世界標準の創出に資するどのような成果が得られたか、記載してください。
His-tag 認識素子を探索する過程で、イオントラップ型の質量分析装置を用いた新しいスクリー
ニング手法を確立した。ライブラリー化合物や標的となる生体分子に、遺伝子工学的な処理や化学
修飾を加える必要のない本手法は、より確実に精度高く、目的とする分子を見出すことを可能にす
るものである。更に、質量分析装置は、サンプル導入から分析に至るまでの過程を自動化することが
容易であることから、より大規模にハイスループット化することで創薬探索研究等への波及効果が期
待できる。
His-tag 認識 OFF/ON 蛍光プローブの開発においては、標的となる生体分子を認識したときに
のみ、蛍光シグナルを発するプローブを作成した。一般に、低分子の蛍光色素を細胞へ適用した際、
しばしば、ラベル化に関与しない色素が発するバックグラウンドの蛍光が顕微観察の妨げとなる。本
手法は、困難な分子設計や合成等を伴わない簡便な原理に基づいてバックグラウンドを低減するシ
ステムのため、低分子蛍光プローブの系に幅広く応用できる原理として提案できる。
近年、高分子ナノゲルやピペット温度計を用いた手法について報告はあるが、pH やイオン強度
の影響を受け易く測定誤差が大きいことや、細胞内の温度を直接測定できないことが課題となって
いた。本研究課題では、これらの課題を克服した最先端の温度計測技術が得られた。また、新規蛍
光プローブを開発するのに必要となる評価系が構築され、温度変化に対する感受性、応答速度、
分解能などのパラメータを定量的に比較するための標準化手法が示された。このことによって、細胞
内の温度計測のみならず、細胞外から細胞内の温度測定が可能な実用的な温度計測用蛍光プロ
ーブを構築することができた。更に、細胞だけでなく組織や生物個体にも応用可能であり、本研究
課題では脳組織と麻酔下での動物個体に応用した。更なる評価を実施している。
以上で述べた研究・開発を実施するために、シンガポールを拠点として、国際標準化と実
用化に向けた多機関から構成される組織を編成できた （図-25 参照）。
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば、どのようなものか、わかりやすく
記載してください。
His-tag 認識素子の開発においては、質量分析装置を用いた独自のスクリーニング法により、シ
ミュレーションなどの設計では予測し得ないユニークな構造を持った His-tag 認識素子を見出した。
これを元に作成した蛍光プローブが、一分子の顕微鏡観察下という極めて希薄な条件下で標的タ
ンパク質をラベル化できることを示した。
His-tag 認識時に蛍光を発するプローブについては、その概念自体は提唱されていたものの、
励起波長の制限や細胞毒性などの観点から、実際にそのシステムを細胞へ適用してその機能を評
価する研究は皆無であった。本共同研究から生み出された His-tag 認識 OFF/ON 蛍光プローブ
（PCT 特許出願中）は、細胞系において機能するイメージング用プローブとして一つのブレイクスル
ーとなった。
温度感受性ナノ粒子については、高い温度感受性を持ち、かつ細胞毒性の低い“ナノ温度計
“を具体的に創製できた。１）これを細胞内顆粒輸送のイメージングへ用いたところ、輸送の温度依
存性について熱パルスに特徴的な応答を見出した。また、２）細胞外からの温度計測法として実際
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に培養細胞、脳組織や動物個体に応用することにより、温度マップの作成や脳機能の同時計測が
可能であることが解った。
③研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（6 件）
1) Neuroengineering & Optical Imaging for Treatment of Brain Diseases Seminar in Singapore
開催日：13 January 2009
開催場所：RIKEN Singapore Representative Office Level7 Helios, Biopolis, Singapore
参加者：
早稲田大学； 武岡真司、堀越佳治（常任理事）
東京女子医科大学; 村垣善浩
WOBRI； 尾崎美和子（早稲田大学）
NUS; Aryeh Routtenberg、Fwu-Shan Sheu、Liang Fengyi、Yixin Lu
Duke-NUS； Ranga Krishnan（Dean)、Colin Blakemore、George Augustine
A*STAR; Guan Cuantai、
JST； 西垣隆 PO
理化学研究所シンガポール連絡事務所; 柿原健一郎（所長）
その他；A*STAR高官、WOBRI、 Duke-NUS、NUS、SBIC関係者
など約35名
本セミナーは、Colin Blakemore（A*STAR, Biomedical Council, Chairman）の協力により、講
演者の旅費・滞在費をそれぞれ、A*STAR, NUS, Duke-NUS, WOBRIが負担することにより
開催されたセミナーであり、WOBRI主催、A*STAR, NUS, Duke-NUS共催で広報された。小
規模ながら、多くがシンガポールからの参加者だった。
2) Opening symposium of Waseda Bioscience Research Institute in Singapore
開催日：15 September 2009
開催場所：Creation Theatrette, Level4, Matrix Building, Biopolis, Singapore
参加者：
早稲田大学； 白井克彦（早稲田大学総長）、堀越桂治（常任理事）、深澤良彰（研究推進
部部長）、石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、酒井宏水、新井敏、鈴木団、中島啓幾（研究
戦略センター長（応用物理学科教授））、山田博史（研究推進部事務副部長）
A*STAR；Lim Chuan Poh（長官）
日本国大使館； 山中誠大使
JST； 西垣隆PO
理化学研究所シンガポール連絡事務所; 柿原健一郎（所長）
その他； A*STAR 高官、Duke-NUS, NUS, SBIC 関係者など約 100 名
3) RCE - Waseda workshop
開催日：15 September 2009
開催場所：Dept of Biological Sciences Conference Room, NUS, Singapore
参加者：
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早稲田大学； 石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、酒井宏水、新井敏、鈴木団、中島啓幾
（研究戦略センター長（応用物理学科教授））、山田博史（研究推進部事務副部長）
NUS； Michael Sheetz、Paul Matsudaira、Young-tae Chang 他、NUS メカノバイオロジーグル
ープ（RCE）所属研究者・大学院生
JST； 西垣隆 PO
など約 50 名
4) The 1st Anniversary symposium of Waseda Bioscience Research Institute in Singapore
開催日：15 September 2010
開催場所： Matrix Bldg. Level4, Creation Theatrette, Biopolis, Singapore
参加者：
早稲田大学； 石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、新井敏、鈴木団
Michael Sheetz (NUS, RCE Director)、Chang Young-Tae (SBIC, A*STAR)、Liang Fengyi
(NUS)、George Augustine (Duke-NUS)、西垣隆 PO（JST）
など約 80 名
5) Decade of the Mind VI (DOM VI) Cognitive neuroscience and Neurotechnologies forward the
next ten years
開催日: 18-20 October 2010
開催場所: Fusionopolis, Genexis Theatre, Level 1 & 5, Singapore
参加者：
早稲田大学；尾崎美和子、鈴木団、WABIOS メンバー
DOM VI オーガナイザーより招待され、WABIOS のブースを展示することにより、会期中 3
日間に渡って、WABIOS での活動を発表した。
6) Joint 4th Mechanobiology Institute and Biophysical Society Conference on Actin, the
Cytoskeleton and the Nucleus
開催日：9-12 November 2010
開催場所：Shaw Foundation Alumni House, NUS, Singapore
参加者：
早稲田大学； 石渡信一、鈴木団
Michael Sheetz (NUS)、Paul Matsudaira（NUS）ほか、など 20 カ国以上から 295 名。
そのうち、柳田敏雄（大阪大学教授）、成宮周（京都大学教授）の招待講演者と、我が国の
若手研究者 10 名（学会などを通じて公募し選考）の渡航費、滞在費を日本学術振興会の
「アジア科学技術の戦略的推進:アジア科学技術コミュニティ形成戦略」プログラムに応募し
（石渡信一代表）、約 300 万円の資金を獲得したことで支援した。そのこともあって石渡は、
このアメリカ生物物理学会主催の会議のオーガナイザーの一人になり、また WABIOS と日
本学術振興会も共催者となった。このことによって、WABIOS の認知度が我が国やシンガポ
ールだけでなく、アメリカ、ヨーロッパ各国に広く認知されることとなった。参考資料として報
告書を添付する。
【研究成果発表等】
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１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

0件

1件

15 件

16 件

欧文誌

8件

1件

23 件

32 件

合

8件

2件

38 件

48 件

計

２）特許等出願件数（1 件）
1) 名称：「標的生体高分子の選択的標識剤」
出願日：2010 年 8 月 13 日
出願 No.：PCT/JP2010/063754
出願者：武岡真司, 新井敏, 村田篤, 高林昌生, 尾崎美和子, Yoon Su-In
３）受賞等（2 件）
1) 尾崎美和子、International Hippocrates Award for Medical Achievement、Cambridge,
England、「統合失調症ニューレグリン、神経インパルスの役割の研究」2010 年 10 月 20
日
2) 村田篤、日本化学会第４回関東支部大会 学生講演賞：「His-tag タンパク質を標的と
した蛍光 off/on プローブの構築」2010 年 9 月 22 日
４）主な原著論文（査読付き論文（和文論文も含みます）、5 件以内）
1) S. Ishiwata, Y. Shimamoto, M. Suzuki, 「Molecular motors as an auto-oscillator」, HFSP

Journal, 4, 100-104 (2010)
2) A. Murata, S. Arai, S. Yoon, M. Takabayashi, M. Ozaki, S. Takeoka,「Construction of a
‘turn-on’ fluorescent probe system for His-tagged proteins」, Bioorganic & Medicinal

Chemistry Letters, 20, 6905-6908 (2010)
3) T. Kato, Y Abe, M. Mizuno, K, Araki, N, Takei, F. Liang, M. Ozaki, H. Nawa,
「Phenotypic Characterization of Transgenic Mice Overexpressing Neuregulin-1」,

PLoS ONE, 5(12), e14185 (2010).
4) S. Arai, S. Yoon, A. Murata, M. Takabayashi, X. Wu, Y. Lu, S. Takeoka, M. Ozaki,
「Fluorescent “Turn-on” system utilizing a quencher-conjugated peptide for specific
protein labeling of living cells」, Biochemical and Biophysical Research Communications,
404, 211-216 (2011)
5) Ka. Sato, M. Ohtaki, Y. Shimamoto, S. Ishiwata, 「A theory on auto-oscillation and
contraction in striated muscle」, Progress in Biophysics and Molecular Biology, 105,
199-207 (2011)
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④科学的・技術的波及効果
His-tag 認識素子及び His-tag 認識 OFF/ON 蛍光プローブは、生物学分野において汎用性の
高いペプチドタグ（His-tag）を認識する蛍光プローブであり、標的タンパク質を蛍光ラベル化する簡
便な手法として、その波及効果が期待できる。本プローブを開発後、シンガポール側の新たな共同
研究者として、A*STAR バイオインフォマティクス部門やＮＵＳメカノバイオロジーグループとの共同
研究へと発展した。
温度感受性ナノ粒子については、ウェットな空間においてミクロ・ナノスケールで温度を測定し評
価する技術として、工学的用途へも転用可能である。また、温度感受性ナノ粒子は神経活動計測に
用いることが可能であり、脳組織、動物個体に適応できることが解った。今後、空間分解能のよい生
体温度計測法としての産学連携の開発が見込まれる。
図２５が示すように、要素技術を評価し、国際標準化のための拠点の原型ができたことにより、今
後の医療機器開発法の１つのスタイルが検証された。最終製品創出効率と経済的パフォーマンスは
かなり良いと評価され、この手法をもとに、シンガポール•日本間の連携でアカデミアや中小企業技
術を結集し、医療機器をデザインしていく組織が A*STAR 内に構築されることなった。現在、新たな
日本との連携国際プロジェクトとして A*STAR, EDB で検討されている。本事業でスタートしたモデル
をもとに、シンガポール発のビジネスモデルが世界に示された場合、その技術開発法としての波及
効果はかなり高いといえる。
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について、国内機関と海外機関に分けて記載してくだ
さい。
概要は下記の通り。より詳細な内容は、本項③を参照。
【国内参画機関】
・東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター
要素技術および疾患モデル動物の解析
【国外参画機関】
・National University of Singapore （NUS）
・Duke-NUS Graduate Medical School Singapore （Duke-NUS）
・A*STAR (Agency for Science, Technology and Research)
・Waseda Bioscience Research Institute in Singapore （WABIOS）
世界のバイオ情報の収集と利用、融合研究・臨床応用研究への発展
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は、会議（委員会）メンバー・出席者及び開催実
績（時期・議題・会議の成果等）を記載してください。
・第 1 回研究ミーティング(戦略的推進の概要説明および研究進捗状況と今後の予定について、
2008 年 7 月 24 日)
石渡信一、尾崎美和子、武岡真司、秋本崇之、鈴木団、新井敏、村田篤
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・第 2 回研究ミーティング(戦略的推進の概要説明および石渡研の研究概要説明（石渡）、早稲田大
学とシンガポール、WOBRI (バイオポリス)および研究資金関連の説明(尾崎)、感熱応答性高分子
について（岩井）、武岡研究室の進捗状況（新井）、リポソーム関連の研究概要（武岡）、2008 年 10
月 15 日)
石渡信一、尾崎美和子、武岡真司、岩井薫、鈴木団、新井敏、村田篤
・第 3 回研究ミーティング(Kick-off meeting in Singapore for Asia-Africa S & T Strategic Cooperation
Promotion Program by Japanese Government、2008 年 11 月 12 日、シンガポール Biopolis にて)
石渡信一、 尾崎美和子、 Zhen Yan、 Yixin Lu、 Liang Fengyi、 WOBRI 関係者
・戦略ミーティング(今年度の支出報告、来年度の予算編成、JST への提出資料への対応、2008 年
12 月 19 日)
石渡信一、尾崎美和子、武岡真司、（研究推進部）
・第 1 回戦略ミーティング(実施体制/3 カ年計画/今年度半年分の現状報告、2009 年 1 月 7 日)
科学技術振興機構（JST）：森郁恵 PO、西垣隆 PO
早稲田大学：石渡信一、武岡真司
松永康（産学官研究推進センター関連により出席）、（研究推進部）
・第 2 回戦略ミーティング(提出書類について、今後の体制、海外機関との協定について、2009 年 1
月 16 日)
早稲田大学：石渡信一 尾崎美和子 武岡真司 鈴木団 新井敏 村田篤
山田博史事務長 會沢洋一（産学官研究推進センター）
甲斐正治課長、（研究推進部）
・第 3 回戦略ミーティング(H21 年度事業計画書/事業参加者リスト/事業協力者リストの作成、海外期
間との共同研究に関する協定、研究ミーティング（2009/3/19）、2009 年 2 月 27 日)
早稲田大学：武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
・A*STAR 長官来校（東京女子医科大学・早稲田大連携先端医科学研究教育施設（TWIns）視察、
2009 年 3 月 16 日)
A*STAR: Lim Chuan Poh（長官）, LIM Swee Nian, YEO You Huan, TAY Chor Shen
シンガポール大使館 : TAN Kong Hwee
・第 4 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、来年度からのシンガポール
拠点体制進捗状況、シンガポール機関との協定＆契約書、今後の実施体制、第二回研究ミーテ
ィングの日程、委託業務実績報告書＆委託業務成果報告書、2009 年 3 月１9 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆 PO
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
・第 5 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、シンガポールでの連携拡大、
WOBRI の発展型としてのシンガポール拠点の進捗状況、委託業務成果報告書、次回研究ミーテ
ィングの日程、2009 年 5 月 7 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆 PO
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
・NUS 来校(研究室の視察及び協定に関する打ち合わせ、2009 年 5 月 27-28 日)
NUS：Paul MATSUDAIRA、Chwee Teck LIM、Jie YAN
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早稲田大学：石渡信一、鈴木団（石渡研究室）、武岡真司、新井敏（武岡研究室）
堀越佳治（常任理事）、深澤良彰（研究推進部長）
中島啓幾、松永康（研究戦略センター）
・第 6 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、シンガポールの現状、シンガ
ポール機関との協定、次回研究ミーティングの日程、2009 年 7 月 23 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆 PO
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
・第 7 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、WABIOS 及びシンガポール
での打ち合わせ、海外実施機関との協定書、海外実施機関のメンバー変更、特許出願、次回研
究ミーティングの日程、2009 年 9 月 3 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆ＰＯ
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
東京大学：秋本崇之
・Lu Yixin(NUS)－武岡 G 研究ミーティング(Lu Yixin 博士（海外共同研究参画機関）との研究打合わ
せ、2009 年 9 月 15 日、WABIOS にて)
早稲田大学：武岡真司、尾崎美和子、新井 敏
NUS：Lu Yixin（Department of Chemistry）
JST：西垣隆 PO
・ Lu Yixin(NUS) － 武 岡 G 研 究 ミ ー ティ ン グ (Lu Yixin 博 士 と の 研 究 打 合 わ せ 、 及 び 、 NUS
Department of chemistry との MOU 締結に向けた協議、2009 年１１月 4 日)
早稲田大学：武岡真司、新井敏
NUS：Lu Yixin（Department of Chemistry）
・IBN ＆ NTU ＆ Duke-NUS 訪問(Jackie Ying 統括の IBN グループとの顔合わせ、Duke-NUS と
NTU への訪問、2009 年１１月 5 日)
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、酒井宏水、新井敏、鈴木団
中島啓幾（研究戦略センター長,応用物理学科教授）、椿雅行（WABIOS）
IBN: Zhuo Lang、Emril Mohamed Ali、Wu Chunxiao、Benjamin Tai (Coordinator)
Duke-NUS: K. Ranga KRISHNAN (Dean)
NTU: LOH Teck Peng を含む NTU 研究者 5 人。
・第 8 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、ミッションステートメントの確
認、3 本柱のミッションと現状報告、本研究課題の情報発信、来年度の積算資料、次回研究ミーテ
ィングの日程、2009 年 11 月 12 日)
科学技術振興機構（JST）： 塩満典子室長
早稲田大学： 石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
東京大学： 秋本崇之
・第 9 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、積算＆財務省説明資料＆
H21 年度実施計画書、来年度の研究計画、アドバイザリーボードやカウンシル等の組織、全体運
営のための事務局設置について、新井先生の来年度の長期滞在について、本研究課題の情報
発信（HP 作成）とこれまでの業績の取り纏め、2010 年 1 月 21 日)
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早稲田大学：石渡信一、武岡真司、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
東京大学： 秋本崇之
・第 10 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、H22 年度予算に関する財
務省協議結果、A*STAR との MOU 締結、外為法に関する規定作成、H21 年度実績報告書の提
出、H22 年度事業協力者リストの国外参画機関メンバー追加、来年度のシンポジウム開催、NUS,
Duke-NUS との MOU 締結、新井先生の来年度のシンガポール長期滞在、2010 年 3 月 11 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆ＰＯ
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
・第 11 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、H22 年度予算執行、シンガ
ポールでの会議開催、A*STAR との MOU 締結、WABIOS の今後、知財出願状況の確認（文科省
/JST より）、次回研究ミーティングの日程、2010 年 5 月 26 日)
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤
椿雅行（WABIOS）、（研究推進部）
・第 12 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、シンガポールでの WABIOS
設立一周年記念会議開催、シンガポールの機関との協定締結、H22 年度予算執行、特許申請/
知財、次回研究ミーティングの日程、2010 年７月 21 日)
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤
椿雅行（WABIOS）、（研究推進部）
・第 13 回研究ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、2010 年 9 月 14 日、シンガポール
Biopolis にて)
早稲田大学： 石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、高林昌生、大山
廣太郎、Su-in Yoon, Chih-Fong Chou, Nur Haslinda, Onn Yeh Li, Edwin Soh
NUS： Yixin Lu
Duke-NUS： George Augustine
注） George Augustine 教授による、韓国の Korea Institute of Science and Technology (KIST)
内に設置した研究活動拠点の内容、シンガポールでの研究状況に関する包括的な紹介を初め、参加研
究者による研究紹介が行われ、実質的で活発な議論が行われた。今後の共同研究の進め方についても
協議。
・第 14 回研究/戦略ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、メカノバイオロジーワークシ
ョップ、Duke-NUS との協定締結、新井先生の異動、H22 年度予算執行、次回研究ミーティングの
日程、2010 年１１月 25 日)
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤
椿雅行（WABIOS）、（研究推進部）
・第 15 回研究ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、2011 年 1 月 19 日)
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、高林昌生
（研究推進部）
・岩井薫（奈良女子大学－尾崎ミーティング（奈良女子大学において、尾崎美和子による講演、及び
特許出願打ち合わせ2011年1月25日）
早稲田大学：尾崎美和子
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奈良女子大学：岩井薫を含む研究者、学生
・第 16 回研究ミーティング(研究進捗状況と今後の予定について、2011 年 3 月 28 日)
科学技術振興機構（JST）：西垣隆 PO
早稲田大学：石渡信一、武岡真司、尾崎美和子、鈴木団、新井敏、村田篤、（研究推進部）
③実施期間中の各参画機関の組織としての関与（支援）について記載してください。
早稲田大学としては、全ての研究/戦略ミーティングに研究推進部より事務担当者を出席させ、
本研究課題の現状を常に把握するように努め、事務的側面からサポートした。この最大の成果は
WABIOS の設立である。さらに WABIOS における物品調達・経理処理の学内手順の確立、海外実
施機関との協定書の締結に必要な機関間交渉、安全保障輸出管理体制の構築が成された。
東京大学としては、共同研究者に対して実験設備、場所、人員などの提供を行った。
NUS は、実験設備、場所、人員などの提供を行った。化学合成の場として Department of
Chemistry, 脳組織の詳細解析の場として Department of Anatomy への出入りが自由であった。Dr.
Yixin Lu グループからは Dr. Xiaoyu Wu が His-tag 認識蛍光プローブのスクリーニングに参加した。
2008 年と 2009 年には、His-tag 認識蛍光プローブ合成プロジェクト内容で EDB より支援を受け、報
告書を提出している。
Duke-NUS も実験設備、場所、人員などの提供を行った。神経科学分野では A*STAR 研究所内
（A*STAR & Duke-NUS Neuroscience Research Partnership (NRP) プロジェクト内）に研究場所を提
供頂いており、A*STAR 内の装置を自由に利用可能であった。Dr. George Augustine グループの
Research Associate, Michelle Ngiam Limei, Nicholas Chow がオプトジェネティカルマウスの解析の共
同研究に参画した。
A*STAR 研究機関では、SBIC より動物個体の解析のための fMRI や PET を始めとするイメージ
ング装置の使用が可能であった。Dr. Young-Tae Chang のグループからは、上級研究員の Nam
Young が、主に神経伝達物質認識蛍光プローブのスクリーニングに参画した。また、NRP プロジェク
トが使用している A*STAR 研究所 Institute of Molecular Cell Biology (IMCB)内の設備の使用、共同
利用施設の使用が自由にできた。
His-tag アダプタースクリーニングの予算は、シンガポール経済開発庁（EDB）からの予算でも支
援されており、その他バイオアッセイ、評価系構築のための予算は、各参画機関からの多大な予算
支援を受けた。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載してくだ
さい。
シンガポールは世界中から優秀な研究者を呼び込み、研究施設のインフラを計画的に整え、
2000 年頃からわずか十年程度の短期間でアジアにおけるバイオサイエンス研究の一大ハブに育て
上げた。その科学技術政策、産業振興政策視察のため、現地を訪問される政治家や行政関係者の
方は大変多い。早稲田大学は国内のアカデミア機関として唯一、バイオポリス内に研究拠点を構え
ていることもあり、多くの訪問者を受け入れている。
下記訪問者が WABIOS を訪れたことにより、とくに医療研究分野における日本の問題点をより明
確に理解されることとなった。そして、日本の科学技術力とシンガポールの臨床応用にむけた開発
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研究のし易さを融合することにより、日本とシンガポール間で何らかの相補的な連携を取ることがで
きないかという気運が生まれた。その結果、医療機器分野におけるシンガポールと日本の連携が、
A*STAR, EDB と日本関西地区との連携によって実現しようとしている。日本側の医療機器拠点関係
者と、シンガポール行政担当者らとの更なる具体策を議論する会合が日本で開催される予定である。
新たな医療機器開発拠点としては、神経科学分野が本プログラムにより構築した技術評価、国際標
準化拠点を原型に更に発展した組織がシンガポール・日本間で再編されることになる。
さらに訪問者の方々には、当地では様々な国籍および分野の研究者との共同研究が進めやす
く、その成果は日本の国益にもつながることを強調した。その結果、医療機器開発技術に必要な中
小企業技術をシンガポールに導入するための様々なファンディングが設けられ、産学官連携の道が
広がった。今後我が国においても、海外でも活用できる助成金等の拡充など、具体的な施策に結
びつくことを期待している。
・WOBRI への政治・官僚・法人関連の訪問者は次の通り（2008 年 7 月以降。敬称略。）。
2008 年 10 月 10 日

JSPS 理事 村田直樹ら

2009 年 1 月 12 日

文部科学省科学技術・学術総括官岩瀬ら、JSPS 副長・課長補佐黒木ら

2009 年 3 月 27 日

経済産業省 審議官 武広ら

・WABIOS への政治・官僚・法人関連の訪問者は次の通り（2009 年 9 月の開所式以降。敬称略。）。
2009 年 9 月 19 日

ＪＳＴ 理事長 北澤宏一

2009 年 12 月 14 日

衆議院 国家戦略担当大臣 玄葉光一郎

2009 年 12 月 23 日

ＣＬＡＩＲ（自治体国際化協会） シンガポール事務所 生沼裕ら

2010 年 1 月 14 日

衆議院 石井登志郎

2010 年 1 月 27 日

文部科学省 研究振興局 岩田行剛・岡村圭祐

2010 年 1 月 29 日

シンガポール日本国大使館 公使 山本広行

2010 年 2 月 10 日

外務省 東南アジア第二課長 片江

2011 年 3 月 22 日

内閣官房 医療イノベーション推進室 企画官 八山幸司

2010 年 3 月 30 日

ＪＥＴＲＯ クアラルンプール事務所 岩瀬恵一

2010 年 5 月 5 日

衆議院 文科省副大臣 中川正春

2010 年 6 月 28 日

ＮＥＤＯ 研究開発推進部 中村吉明部長

2010 年 7 月 21 日

ＣＬＡＩＲ（自治体国際化協会） シンガポール事務所 生沼裕ら

2010 年 7 月 27 日

ＪＢＩＣ（バイオ産業情報化コンソーシアム） 専務理事 成田公明

2010 年 8 月 27 日

衆議院 議員団 松本剛明、高木義明ほか 7 名

2010 年 9 月 2 日

ＮＥＤＯ 国際部、バイオ・医療技術開発部 佐藤澄人主査、河原林裕主
任研究員

2010 年 10 月 15 日

ＪＢＩＣ（バイオ産業情報化コンソーシアム）

2010 年 12 月 12 日

衆議院 国民新党幹事長 下地幹郎

2010 年 12 月 30 日

衆議院 科学技術政策担当大臣 海江田万里

2010 年 12 月 30 日

内閣府 参事官 大竹暁

2011 年 1 月 10 日

ＪＳＴイノベーション推進本部 中川正広主任調査員、我妻雅子主任調査員
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2011 年 1 月 26 日

ＮＥＤＯ バンコク事務所長 大平英二

2011 年 3 月 3 日

ＪＳＴ 監事 齊藤公彦

2011 年 3 月 22 日

内閣官房 医療イノベーション推進室 企画官 八山幸司

⑤今後期待される社会経済の活性化効果を記載してください。
シンガポールは税制の優遇など様々な施策を打ち出し、積極的に海外の優良企業を誘致して
いる。そのためか、シンガポールへの進出を検討している日本企業による WABIOS への訪問が多い。
大企業に限らず、最近は特にバイオ系ベンチャー企業の進出意欲が高まっている。特に医療機器
等を研究・開発・販売する場合には、医者、研究者、技術者の円滑なコミュニケーションおよび政府
の環境サポートが不可欠であり、これらの点からも、シンガポールでの研究開発およびビジネス展開
を考える企業が今後も増えていくものと思われる。WABIOS を視察された方々の尽力により、産学官
連携のための日本側の予算措置も様々な角度から講じられることで、シンガポール進出を目指す企
業 や 団 体 が 増 え る も の と 思 わ れ る 。 特 に 、 A*STAR や & Duke-NUS Neuroscience Research
Partnership (NRP) プロジェクト内で、新たな医療機器開発のための企業誘致と中小企業との連携
プロジェクトがシンガポール日本商工会議所との間で構想されていることを付記する。
また早稲田大学としても、WABIOS における共同研究を足がかりとして企業との産学連携の事例
を作り、その成果を日本にもフィードバックすることで社会経済の活性化に貢献する所存である。
・WOBRI への企業訪問者は次の通り（2008 年 7 月以降。敬称略。役職は訪問時。）。
2008 年 11 月 14 日

シンガポール日本商工会議所 会頭 稲継茂ら

2009 年 1 月 21 日

JETRO 所長 中富ら

・WABIOS への企業訪問者は次の通り（2009 年 9 月の開所式以降。敬称略。役職は訪問時。）。
2010 年 2 月 26 日

アズワン 社長 井内卓嗣

2010 年 3 月 23 日

三菱総合研究所 研究員 ジョバンニ・ビアンキ

2010 年 4 月 30 日

富士通 執行役員専務 肥塚雅博

2010 年 5 月 18 日

富士通研究所 会長 村野和雄ら

2010 年 6 月 4 日

コニカミノルタテクノロジーセンター 社長 駒村大和良ら

2010 年 6 月 7 日

みずほ総合研究所 シニアエコノミスト 小林公司

2010 年 6 月 24 日

日本経営合理化協会 経営者セミナー

2010 年 7 月 9 日

日立アジア 研究開発センターＧＭ 雨宮健介

2010 年 7 月 26 日

セルート 社長 高木恵理

2010 年 9 月 13 日

シグマ光機 常務 近藤洋介

2010 年 9 月 20 日

三菱商事シンガポール 支社長 安野健二

2010 年 10 月 13 日

シンガポール日本商工会議所 工業部会

2010 年 10 月 21 日

日本経営合理化協会 経営者セミナー

2010 年 12 月 14 日

日立ハイテクノロジーズ 代表執行役 中野和助

2011 年 1 月 17 日

日立化成工業 執行役専務 戸川

2011 年 1 月 25 日

三菱総合研究所 研究員
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2011 年 2 月 24 日

日本政策金融公庫 経営者セミナー

2011 年 2 月 25 日

ＴＢＳ 報道ステーション 一色清

2011 年 2 月 28 日

ＩＨＩ 理事 草葉義夫

2011 年 3 月 23 日

メビオファーム 社長 藤澤忠司

上記に 記載された 企業訪問者の 幾つかの企業 は、シン ガポー ル・ 日本間の産学 官連携事 業
（A*STAR 神経科学グループと医療機器のための医療特区構想事業）に参画予定である。

20

３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について記載してください。
本研究課題は、大別して 3 つの研究テーマ（１． ２． ３．）とそれを担う研究グループ（武岡 G、
尾崎 G、石渡・鈴木 G）によって推進された。その中で、新規の蛍光色素の合成が全ての研究テー
マの要になることから、まず初年度は武岡 G を中心に研究予算を配分した（とくに、合成化合物の特
異的結合能を定量化するため、設備備品として等温滴定型熱量計（ナノ ITC）を購入した）。次年度
については、合成した色素を分子レベルや細胞・組織レベルで応用検討する必要があることから、
人件費を除いた研究費分について３つのグループになるべく均等になるように配分した。そして最
終年度は、人件費を除き、本研究課題の最終目標である高次機能、とくに脳･神経（細胞）機能の顕
微解析への応用研究（尾崎 G）を重点的に支援した。尾崎 G に配分した資金については、共同研究
先（日本国内）への援助も含めた。人件費については、研究遂行のために必須の、若手博士研究
員の雇用に配慮した（次年度は鈴木団（全エフォート率の 80%）、新井敏（100%）の 2 名。最終年度は
鈴木団（80%）、新井敏（4-12 月））。人件費の中には、尾崎 G として WABIOS で現地雇用した博士
研究員（アルバイトとして）の人件費も含まれている。
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて記載してください。
プロジェクトマネジメントの方針としては、研究代表者による強力なトップダウンではなく、3 つのグ
ループにそれぞれの持てる特徴を十分に発揮してもらうことを基本に、実質的な協力関係を進めて
もらうことにした。そのために、２、３ヶ月に一度、それぞれ２，３時間研究・戦略ミーティングを開き、
研究の進捗状況を発表しあい、研究者のみならず JST 関係者にも参加いただき、さまざまなアイデ
アをぶつけ合うこととした。2009 年 9 月に WABIOS がシンガポールに開設されたが、とくに鈴木団が
2010 年 4 月に WABIOS の主任研究員の一人として赴任してからは、ほとんどの研究ミーティングを
TV 会議によって行った。
緊密な打ち合わせの成果として、幾つかの共著論文（その一部は既に発表済み）が生まれ、また
生まれつつある。特許申請も実現している。
また、早稲田大学が独自に設立した WABIOS をシンガポールにおける活動拠点として、NUS、
NTU、Duke-NUS、そして A*STAR といったシンガポールの研究・教育機関との間での共同研究協
定書をとりかわし、課題遂行のための土台作りをした。その結果、尾崎 G は従来からの共同研究を
継続・推進し、石渡 G は鈴木団を中心に、NUS のメカノバイオロジーG（10 年計画の、シンガポール
国家プロジェクト（総額 100 億円）を担っている）との共同研究や、NTU や A*STAR のグループとの
新たな共同研究を開始することができた。また武岡 G では、最終年度の最後からは新井敏を
A*STAR に博士研究員として派遣した。しかし、本振興調整費の課題を発展させるような新たな共
同研究を開始している。このように、各研究グループがそれぞれの持ち味を生かすことによって、新
たな研究ネットワークを構築しつつある。
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４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後、課題実施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組みに対
する工夫について記載してください。
上でも記載したが、早稲田大学は 2009 年 9 月に独力で WABIOS を設立した（常駐する 3 名の主
任研究員（PI）、4 名の PD/技術員、１名のプロジェクトオフィサー、1 名のコーディネーターによって
構成され、石渡が所長、武岡が副所長を兼務している）。WABIOS の設立には、本研究課題の採択
が大きく寄与している。この研究所を中心に、シンガポールにおける研究・教育機関である NUS、
NTU、Duke-NUS 大学院大学、A*STAR との間で共同研究・教育協定（MOU など）を締結したことに
よって（具体的な締結については別添資料を参照）、本研究課題に携わった研究者のみならず、早
稲田大学の全教員・学生への門戸を開くことができた。この 1 年半の間に、大学関係者を始め産学
官にわたる多くの方々が WABIOS を訪問され、WABIOS の設立趣旨やシンガポールにおける研究
環境について理解して頂いたことによって、WABIOS を中心とする、さまざまな意味での日本とシン
ガポール間のネットワークを作ることができた。早稲田大学は今後とも、この研究拠点を大学としての
「課題設定型の重点領域研究機構」と位置づけ、研究院の組織に組み込んで運営する方針を決定
した。このように、本振興調整費により大学の研究機構として持続的な運営が確約された意義は重
要である。これを更に発展させるために ALL-WASEDA 一大学の域を超えてシンガポールにおける
日本の研究拠点として（小さな組織ではあるが）WABIOS が位置付けられ、国際的にも研究の中核
的存在になるよう邁進できる環境が整備されている。我が国の文部科学省（科学技術振興機構、日
本学術振興会など）、厚生労働省などによる競争的資金を獲得するだけでなく、WABIOS での共同
研究の成果を上げることによって、シンガポール政府が立案するプロジェクトからの資金獲得を実現
することに努める。
③ これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョンがあれば記載してください。
これまで、His-tag タンパク質に対して高い親和性を有するアダプター分子を独自のスクリーニン
グ法により開発してきた。この His-tag アダプター分子を Ca2+感受性蛍光分子をはじめ種々の機能
性分子と結合し、機能性蛍光プローブ群を構築する（バイオイメージング）。さらにこれら新規プロー
ブも活用することで、従来はマクロに捉えられていた「仕事（力）」と「熱（温度）」をミクロ・ナノレベルで
扱う技術を開発し、生物学的に重要な事象を発見するフィジカルバイオロジーやケミカルバイオロ
ジーに取り組む。神経工学分野を含む技術評価、国際標準化拠点は、日本
•シンガポールの融合
拠点として WABIOS とは独立に、A*STAR と関西広域医療特区内に設置する。研究の推進にあたっ
ては、シンガポールの研究・教育機関（A*STAR 傘下の研究機関、NUS、NTU など）との国際共同研
究体制を継続し、さらに新規に構築し、研究課題に取り組む。
そのために、最初の３年間を目途にシンガポール研究機関との共同申請により研究費を獲得し、
持続的運営を目指す。WABIOS の財源維持のためには、日本に対する公的資金の申請の継続は
当然として、シンガポール国内でマネーフローを確立し運営していく必要がある。そのため、3 年後
までには、シンガポール国内における教育省(MOE)、保健省(MOH)や A*STAR からの公的研究資
金（5 年間で 5 億～25 億円規模）の共同申請（co-Principal Investigator (co-PI)としての参画）による
研究資金を獲得する。この活動を通して、シンガポール内の研究機関としての WABIOS の認知度を
更に高める。並行して、シンガポールにおける公的研究資金への直接的な(co-PI ではなく PI として)
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申請資格が満たされるよう、WABIOS の組織条件を整える。また産学連携による知財収入の可能性
にも積極的に挑戦する。そして 5～10 年目にかけて、シンガポール政府からの援助、確実な技術開
発を行うことによる収入、教育機関としての収入を考慮に入れた機構の組織化を行い、維持・発展さ
せていく。その際には、早稲田大学 TLO (WTLO)の海外研究開発拠点として WABIOS が有効利
用される。米国の大学が Duke-NUS, Singapore-MIT, Yale-NUS などとして進出しているように、早稲
田大学も研究教育機関として、シンガポールにおける全ての活動を総じて Branch School に発展さ
せることを想定した活動を継続する。
以上の活動により、早稲田大学の海外研究拠点として、WABIOS を先端技術創出に向けた国際
共同研究のための拠点としてこれまで以上に定着、発展させる。WABIOS におけるバイオサイエン
スの共同研究を通して、早稲田大学、ひいては日本のアジアにおける学術的優位性が確立され、
国際的な知的ネットワークが強固なものとなる。なぜなら、他国から来た在シンガポール研究者との
共同研究は、彼らが自国へ戻った後も継続・発展し、シンガポール近隣諸国、インド、中国、中東、
そしてオセアニアとの連携へと波及するからである。
WABIOS を先端技術創出に向けた国際共同研究のための早稲田大学の海外拠点として定着・
発展させることができれば、日本とシンガポール間の連携がより強化され、恒常的に組織と人脈が維
持される。その結果、インドや中国(香港)などの近隣諸国を含むアジアを中心とする海外の研究動
向について迅速かつ的確に情報を捉えられるようになり、現在の研究分野のみならず、環境やエネ
ルギー問題にも関連する新しいバイオサイエンス研究の連携が芽生え、融合的技術開発や臨床応
用研究が進むと期待できる。
重ねて強調するが、本振興調整費の申請時点では WOBRI（オリンパス株式会社の支援のもとに
5 年間活動した早稲田-オリンパスバイオサイエンス研究所）がシンガポールに存在していたが、5 年
を経過した 2009 年の春にオリンパス株式会社が撤退したのち、早稲田大学としてこれを如何に発展
させるか、その決断をする上で振興調整費の採択と展開が実に大きかった。その後、大学独自に
2009 年 9 月に WABIOS を設立する決定を下し、シンガポールとの共同研究のネットワークを作り活
動してきた。大学の総長始め執行部が一新された昨年秋以降、今後の WABIOS の進め方について
改めて理事会として検討がなされてきた。その結果、上で述べたが、大学として初めて「課題設定型
重点領域研究」として「早稲田バイオサイエンス国際共同研究拠点の形成」という研究テーマでの
WABIOS の存続が認められた。今後の発展次第ではさらに早稲田大学の海外研究・教育拠点とし
て認知される可能性が開けたことを意味する。

23

Ⅳ．実施結果・成果の詳細
■ 論文リストは次の通り定義して区分けした。
［成果論文］：本研究課題が論文 Acknowledge 欄に記載されている論文、及び国外参画機関の拠出分に
よる本研究課題の成果
［関連論文］：本研究課題が論文 Acknowledge 欄に記載されていないが、本研究課題と強く関連して実
施された参画機関研究者及び研究協力者による論文
［参考論文］：上記以外の論文

（１） 可視化技術開発のための基礎研究と全体の取り纏めのための研究活動（代表機関）
・ 早稲田大学・理工学術院・石渡信一・教授
・ 早稲田大学・総合研究機構・鈴木団・次席研究員（研究院講師）
（活動内容）
全体の取りまとめ、新規プローブに最適な顕微観察・計測系の構築、及び非細胞系・細胞系
における評価：
［研究の背景］
我々は収縮と細胞運動を担う超分子集合体システムの動作・
制御メカニズムに着目した研究を行ってきた。具体的には、横
紋筋（骨格筋、心筋）収縮モデルと運動性細胞（心筋細胞、非
筋細胞）を取り上げ、収縮振動の動作・制御の分子メカニズム
を、ミクロ力学解析によって解明しようとしてきた。そしてこれま
での研究を通して、１分子レベルから超分子集合体、高次構造
体に至る階層構造をなす細胞運動機能の動作制御基盤として、
互いに拮抗する力の作用と、その酵素活性への化学力学フィ
ードバックループ（Chemo-Mechanical Feedback Loop (CMF
Loop)）の存在が鍵であることを明らかにしてきた。本研究にお
いては、疾患の深い理解、及び新規治療法（細胞診断法）開
発につなげるとの長期的視野に立ち、細胞の動作・制御メカニ
ズムを、（１）分子モータータンパク質１分子のレベルで明らかに
することと、（２）分子モーター集合体としての心筋収縮系の自
励振動特性を理解することを目指した。また、神経系・心臓系

図-1 心臓の構造的・機能的階層性。(i)単一
分子、(ii)単一アクチンフィラメントとランダム
に配置されたミオシン分子、(iii)単一アクチン
フィラメントと規則的に配列されたミオシン分
子、(iv)筋節と筋原線維、(v)筋細胞、(vi)心
臓。各階層において、張力発生、[Ca2+]およ
び電気刺激の時間経過を模式的に示した。

にまたがる課題として、（３）武岡 G によって開発される、細胞温
度をイメージングできる新規プローブの特性を具体的な分子モ
ーターに応用し、顕微解析することとした。
ここで、階層性を示す典型的な生体運動系としての心臓の構
造的・機能的階層性を模式的に示す（図-1）。まずこの階層の最
上位に位置するヒトの心臓（vi）は、心筋細胞（v)の集合体である。
心筋細胞（筋線維ともいう。ここでは、筋細胞から細胞膜を取り除
図-2 筋節長の時間変動
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いたタンパク質収縮要素を「筋収縮系」と呼ぶ）は多数の筋節（iv）が直列につながった筋原線維（筋収縮
系として機能する単位構造体）の集合体であり、筋節（筋原線維を構成する最小単位）はミオシンフィラメ
ント（緑色）とアクチンフィラメント（茶色）とが規則的に配列した液晶様の格子構造体である（iii）。そして、
筋収縮運動を担うタンパク質集合体の最小単位として、一対のアクチンフィラメントとミオシン分子（分子モ
ーター）に行き着く（iiとi）。それぞれの図の右側のチャートは、各階層における発生力（赤線）、Caイオン
濃度（緑線）、そして電気シグナル（青線：ECG）の時間経過を表している。分子モーターとアクチンからな
る分子レベルでは、運動（力）は確率的に発生するので、これを一般的に「確率的ナノマシン（Stochastic
nanomachine）」と呼ぶ。
ナノマシンが多数集合し、規則性を持つ筋原線維のレベルになると、収縮・弛緩運動を周期的に繰り
返す自励振動運動（Spontaneous Oscillatory Contraction, SPOC）がみられるようになる（急激な伸長相と
ゆっくりとした短縮相からなる鋸波形を示す筋節長の時間変動を、図-2 に模式的に示す）。これはまさし
く、確率的ナノマシンが多数個集合することによって生物機能に協同性が生まれることを示す典型的な
例である。本研究課題では、この SPOC 特性が、心臓機能（心拍）を担う、心筋収縮系としての重要な特
性だとみて、そのメカニズムと、筋生理学的な意義、この２点の解明に向けた研究を行う。
筋細胞の状態は、力を発生する活性化（ON：収縮）状態と、力を発生しない不活性化（OFF：弛緩）状
態のいずれかであるといわれる。これを「全か無かの法則（All-or-none principle）」という。ところが、溶液
環境を自由に整えることができる、細胞膜を除去した筋収縮系では、Ca イオン濃度などの条件を ON 状
態と OFF 状態との中間条件に設定すると、筋収縮系は SPOC 状態になることを、私たちは多くの実験を
通じて証明してきた。
ところで心臓の拍動の仕組みについては、ペースメーカー細胞からの周期的な電気刺激により Ca2+振
動が誘導され、それによって心筋細胞の収縮が起こり、心臓のリズミカルな拍動が生まれる、よって、階層
の上位から下位に向かう一方通行の電気・化学的情報伝達で心拍は制御されているというのが、通常の
考え方である。その中にあって我々の研究成果は、筋収縮系、すなわち脱膜した筋肉と筋原線維それ自
身が自律的に振動する SPOC 特性を備えており、その運動特性が心拍の仕組みに深く関わっている可
能性を示唆しているのである。
もう一点、我々の研究の結果得られたのが、筋収縮系の 2 次元状態図、あるいは 3 次元状態図（x, y, z
軸はそれぞれ遊離の Ca イオン、Pi、MgADP の濃度）である（図-3）。我々の研究目標の一つである、
SPOC 機構の解明とは、このような状態図と筋節の鋸波状の振動パターンを再現できる、筋収縮系の特
徴を踏まえた理論を構築することにある。
［成果の詳細］
(1) 心筋拍動における収縮系のダイナ
ミクス
(1)-1 まず心筋細胞の拍動メカニ
ズムを明らかにしようとする研究におい
て、分子モーターと細胞骨格タンパク
質とが自己集合的に集合体を形成す
ることで拍動が生み出されることを示唆
図-3 筋収縮系の 2 次元状態図（左）、及び 3 次元状態図（右）
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図-4 A 帯滑り運動系及び骨格筋筋原線維で見られる自律的張力振動の解析。(A)A 対滑り運動系（左）及び筋原線維系（右）の
模式図。(B-D)筋フィラメントの振動現象及び張力発生。A 帯の外側(B)及び内側(C)での波形、および筋原線維の典型的な SPOC
振動(D)。（上段）アクチンフィラメント一本（B,C）、及び筋節長（D の上段）の経時変化；対応する張力変化は右縦軸（B,C）及び D の
中段に記載。（下段）上段のスペクトル図。B,C のデータは Suzuki, Fujita, Ishiwata (2005) Biophys J 89,321-328 より。SPOC のデー
タは Shimamoto et al. (2007) Biophys J 93, 4330-4341 より。

する結果を得て、他のグループが報告した A)、分子モーターが 2 次元的に分散した状態で見られる自励
振動現象（一本のアクチンフィラメントとランダムに配列したミオシン II 分子からなる in vitro 滑り運動系に
おいて、自律的な振動とそれに伴う周期的な張力発生が認められた)の結果とともに、レビューとして

HFSP J 誌に発表した 1)。このレビューで強調したことは、収縮系タンパク質に、自律的に振動する性質が
内在しているということである。すなわち、本研究課題との関連において、分子モーターが、階層構造を
昇る一方で、いかにして高次の自律的振動性能を手に入れうるかについて議論した（図-4）。
(1)-2 最近我々は、SPOC 特性をほとんどすべて説明することができる理論モデルを構築するこ
とに成功した 2)。この理論は、筋原線維の長軸方向の力（収縮力）だけでなく、これまで収縮メ
カニズムとしては軽視されてきた、長軸と垂直な幅方向での力の釣合い（筋節が粘弾性体である
ことによる）を筋収縮の仕組みの中に取り込んだものである（図-5）。
この理論は期待通り、活性化レベル（図-6 上図の横軸α１が活性化レベルを表すパラメータ）に応じ
て弛緩、SPOC、収縮の３状態（筋収縮系状態図）を示したうえに、活性化レベルに応じて鋸波形が異な
ることを示した（図-6 の下図）。これは実験結果を非常によく
再現するものであった。以上の理論、実験成果を含むレビュ
ーを、Prog. Biophys. Mol. Biol.誌に発表した 3).
また、これらと並行して、ヒト心筋（シドニー大学との共同
研究だが、シンガポール研究者との交流も視野の中にある）
やラット心筋を使った in vivo SPOC の研究を進めており、論
文発表、特許申請の準備を進めている。
図-5 SPOC の理論モデル
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(2) His-tag 認識素子のミオシン V を用いた評価
ヒスチジン 6 量体に対して高い親和性が認められる
His-tag 修飾剤 f{2,4}の有効性は、まず溶液系の評価
系を用いて確かめられた（武岡 G, p28）。しかし、
His-tag タンパク質のイメージング用蛍光プローブとし
ての有用性は実際の測定系にて確認する必要があ
る。
石渡 G は、ミオシン V と光学顕微鏡を用いた評価
系を構築した。ミオシン V は２量体として機能するモ
ータータンパク質で、細胞内ではアクチンフィラメント
に沿って細胞内小器官を能動輸送する。まず N 末端
に His-tag を付与したミオシン V を調製した。次に
f{2,4}にビオチンを付与し（図-7A）、これをストレプトア
ビジンで表面コートした Qdot と結合させることで、

図-6 パラメータに依存した筋原線維の状態と鋸波形

f{2,4}を表面に被覆した Qdot を調製し、His-tag タンパク質を特異的に染色する蛍光プローブを作成した
(武岡 G、p26)。次にこのプローブでミオシン V 分子をラベルし、ATP 存在下で対物レンズ型の全反射蛍
光顕微鏡法により観察した。
以上の評価系の元で、アクチンフィラメントに沿って Qdot が動く様子を観察することに成功した（図-7,
B-D）。動く速さは 453 nm/s で、連続して動く距離は 741 nm であった。これらの値は、ミオシン V 一分子
の歩行を別のラベル法で観察し測定した報告と一致するものであり、本評価系の妥当性が実証されたこ
とになる。
このミオシン V 一分子観察の結果から、(i)Qdot に付与された f{2,4}によるラベル法はミオシン V の運
動を阻害しないことが明らかとなった。また、
(ii)f{2,4}はモータータンパク質が機能している
際にも十分に低い koff を維持することが分かり、
これは ITC 及び Biacore で得られた結果（武
岡 G, p28）と矛盾しなかった。
(3) 温度感受性ナノ粒子の HeLa 細胞および
COS 細胞を用いた評価
以上より、His-tag タンパク質の位置を高い
空間・時間分解能で測定する機能性プローブ
と顕微計測評価系との組み合わせが完成した。
そこで得られる測定量を増やし、さらに温度変
化及び Ca2+濃度変化を検出する機能性プロ
ーブの開発に踏み込んだ。
武岡 G でまず基本的なサンプルを合成し、
それをタンパク質、細胞で使用する顕微計測

図-7 ミオシン V の一分子観察。(A)ビオチン化した f{2,4}の構造
式。(B)上段左：アクチンフィラメントの蛍光像。上段右：アクチンフ
ィラメントに沿って動く Qdot の蛍光像。6 秒間の積算画像。4 個の
Qdot 像が 4 本の軌跡として見えている（白矢印）。下段：上段で
「*」で示したアクチンフィラメントに沿ったカイモグラフ。横スケー
ルバー：2um。縦スケールバー：1 秒。(C)歩行速度の分布。太い
線はガウス分布による近似曲線（ピークは 453nm/s）。(D)歩行距
離の分布。太い線は単一指数関数 p(x) = 21 exp(-x/741) による
近似曲線。ただし p(x)は、ミオシン V が距離 x だけ連続して歩行
する確率を表す。
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系で試用して問題点を見いだし、武岡 G へ還元する、先の His-tag 認識 f{2,4} 被覆 Qdot を開発したと
きと同様の手順で進めた。
詳細は VII.付録（非公開）に記述した。
一方 WABIOS では、融合的技術開発や臨床応用研究の場を創成するためのネットワークを構築しつ
つある（WABIOS, Duke-NUS, NUS MBI, NUS DBS, A*STAR 研究所、病院）。こうして、複数個所のシン
ガポール機関との共同研究開発が始まったため、知的財産管理や契約等の環境整備を進めている。実
施期間中には、下記の MOI 及び MOU を機関間で締結した。
・ 「 MEMORANDUM OF INTENT ON GENERAL COOPERATION between Agency for Science,
Technology and Research, Singapore and Waseda University, Tokyo, Japan」
・「MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON RESEARCH COLLABORATION between the Faculty of
Science and Faculty of Engineering of National University of Singapore and the Faculty of Science
Engineering of Waseda University」
・「MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Center for Bioimaging Sciences and Research
Centre of Excellence for Mechanobiology, National University of Singapore and Waseda Bioscience
Research Institute in Singapore, Waseda University」（早稲田大学理工学術院とシンガポール国立大
学の理学部・工学部との上記箇所間協定に基づくもの。2011 年 4 月に 3 年間の延長成立）
・ 「 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON RESEARCH COLLABORATION between the
Duke-NUS Graduate Medical School Singapore of National University of Singapore and the Faculty of
Science and Engineering and the Comprehensive Research Organization of Waseda University」
［成果論文］
1) S. Ishiwata, Y. Shimamoto, M. Suzuki, 「Molecular motors as an auto-oscillator」, HFSP Journal, 4,
100-104, (2010)
2) K. Sato, M. Ohtaki, Y. Shimamoto, S. Ishiwata, 「A theory on auto-oscillation and contraction in
striated muscle」, Progress in Biophysics and Molecular Biology, 105, 199-207, (2011)
3) S. Ishiwata, Y. Shimamoto, N. Fukuda, 「Contractile system of muscle as an auto-oscillator」, Progress

in Biophysics and Molecular Biology, 105, 187-198, (2011)
[参考論文]
A) P-Y. Plaçais, M. Balland, J-F. Guérin, J-F. Joanny, P. Martin, 「Spontaneous oscillations of a
minimum actomyosin system under elastic loading」, Physical Review Letters 103, 158102, (2009)

・早稲田大学・理工学術院・武岡真司・教授
早稲田大学・総合研究機構・新井敏・次席研究員
（活動内容）
His-tag 認識蛍光プローブの合成と蛋白質の細胞内導入法に関する研究活動：
［成果の詳細］
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(1) His-tag 認識素子の探索
既報の修飾剤をもとに改良を加えて合成する手法を用い、細胞系で応用可能な His-tag 認識素子の
スクリーニングを行いながら、一方で、更なる高機能な素子の探索を行った。具体的には、ヒスチジン 6 量
体のオリゴペプチド(His)を His-tag タンパク質のスクリーニング用モデル化合物として用い、His-tag と高
い親和性にて結合可能な分子認識素子をクリックケミストリーと質量分析装置（ESI-MS）を併用する独自
の手法で探索した。スペーサーの柔軟さ、長さや向きなど、分子構造の僅かに異なる認識素子の候補群
を、銅触媒を用いたアジドとアルキンの 1,3-環化付加反応（クリックケミストリー）によって、簡便に合成し
た。20 種類の bis-alkyne 誘導体(図-8, A)、炭素数がそれぞれ 1 ずつ異なる 4 種類のアジドを有するニト
リロ三酢酸(NTA)誘導体（図-8, B）をそれぞれ用いてクリックケミストリーにて 200 種類の候補化合物を合
成した（図-8, C）。得られた bis-NTA 誘導体と、His との結合の強さを ESI-MS の衝突活性解離法(CAD)
を用いた簡便な方法で評価した。
NTA に対して 1 当量の NiCl2 を加えた後、bis-NTA 誘導体に対して 1 当量の His を添加し、それぞれ
錯体形成させた。ここで調製したサンプルを ESI-MS にて測定し、2 価の陰イオンとしてそれぞれの錯体を
検出した。例えば、bis-alkyne（t）に対して NTA 誘導体 C1、C2、C4 を用いて調製した bis-NTA 誘導体
(t{1,1}, t{1,2}, t{1,4}, t{2,2}, t{2,4}, t{4,4})は、図-9, A に示したように各誘導体の His との錯体が 2 価の陰
イオンとして検出可能であった。ここで検出された各々の分子量を選択してイオントラップし、エネルギー
を添加(CAD 法)することで錯体が解離して錯体のピークが減少し、His および bis-NTA 誘導体のピーク
が増加する。このピーク比から錯体が 50%解離したエネルギー値を E1/2 値と見積もることで、精製操作を
必要とせずに高効率に多種類の錯体の安定性
を評価した。従って、コンビナトリアルケミストリー
にて合成したライブラリーに被認識モデル化合
物を添加してコンプレックスを形成させ、これを
分離精製することなく直接 ESI-MS にかけて、イ
オントラップにより分離して、そのまま親和度に
関するパラメータを測定する方法を確立した。こ
の方法では少量多種を短時間にてスクリーニン
グできるメリットがある。実際、構築した 200 種類
の化合物ライブラリーそれぞれに対し同様の操
作を行い、3 ヵ月間で全ての化合物の E1/2 値を
網羅的に得ることができた(図-9, B)。これらの化
合物群の中で、1,4-ethynyl benzene(f)を骨格と
した C2、C4 の NTA 誘導体を持つ非対称型
bis-NTA が最も大きな E1/2 値を示した(図-9, C)。
この化合物は従来コンピューターシミュレーショ
ンでも予測できない構造であり、本スクリーニン
グ法でのみ得られた成果物である。
図-8 化合物ライブラリーの bis-alkyne 誘導体(A)、NTA 誘導体
(B)、クリックケミストリーによるライブラリー合成(C)
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図-9 (A)ESI-MS を用いたスクリーニングの流れ、(B,C)得られたそれぞれの E1/2 値と最も大きな E1/2 値を示した化
合物 f {2,4}の構造式

ESI-MS の CAD 法によって得られた E1/2 値が反映している結合パラメータと溶液系での錯形成パラメ
ータとの相関を明らかにし、本スクリーニング法のバリデーションを行うために、E1/2 値の異なる７種類の化
合物(表-1、Entry)を量合成し、速度論的、熱力学的なパラメータを表面プラズモン共鳴装置(Biacore)、
等温滴定型熱量計(ITC)を用いて算出した(表-1)。なお、これら化合物の合成においては、非対称の化
合物も多く含まれていることから、有機合成化学に精通した Yixin Lu 博士(シンガポール国立大学)の協
力を得ながら合成ルートを設計し、それぞれの bis-NTA 化合物を合成した。合成した各 bis-NTA 化合物
は NiCl2 を加えて錯化させた後、イオン交換樹脂を用いて精製し、Ni キレート bis-NTA 化合物を得た。ま
た、ストレプトアビジンが固定化されたセンサーチップを用いることで、Biotin 化した His を基板表面に固
定化した。この His 固定化基板に対して、Ni キレート bis-NTA 化合物をそれぞれ流し、結合速度(kon)およ
び解離速度(koff)を測定した(図-10, A)。また、Ni キレート bis-NTA 化合物に対し、His を滴定した際の熱
量変化を ITC により測定し、ギブスエネルギー変化ΔG、エンタルピー変化ΔH を算出した(図-10, B)。こ
れらの結果より、ESI-MS にて得られた E1/2 は、kon には依存していないが、koff は E1/2 の増加に従って小さ
くなる傾向があった。これは、気相中で得られた E1/2 の値は、溶液中における解離速度 koff に相関がある
ことを示しており、ライブイメージングにおいて重要な koff 値を ESI-MS の CAD 法を用いることで簡便に評
価できることが強く示唆された。また、ITC から得られた熱力学パラメータにおいては、E1/2 はΔH とは相
関がほとんど認められなかったが、ΔG に対しては一定の相関が得られた。しかしながら、ITC にて評価
している熱量には、bis-NTA の二量化などにおける別の平衡が存在していると考えられ、ΔH やΔS との
相関に関しては、より注意深い解析が必要になると考えられる。
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表-1.各種 bis-NTA 化合物の His に対する結合パラメータの詳細
Entry

E 1/2 [%]

K D [µM]

ΔG [kJmol-1]

f {2,4}

20.2

1.1 ± 0.2

-33.4 ± 0.4

f {3,3}

18.6

3.3 ± 0.1

-30.8

g {3,3}

17.4

4.1 ± 0.4

f {3,4}

16.9

4.3 ± 0.4

m {3,3}

16.3

h {3,3}
t {3,3}

ΔＨ[kJmol-1]

k on [103M-1s -1] k off [10-3s -1]

-72.8

21.6

2.1

1.3

0.04

-65.0

12.8

3.0

1.5

-30.2

0.2

-89.4

23.5

4.8

2.3

-30.1

0.2

-72.4

4.2

1.4

3.6

5.6 ± 0.8

-29.6

0.3

-75.6

21.1

1.6

7.7

16.0

8.5 ± 3.0

-28.6

0.8

-54.3

9.2

4.6

6.8

15.4

7.7 ± 1.1

-28.7

0.4

-68.1

3.9

2.2

8.1

Thermodynamic and kinetic parameters data about bis NTA ligands.
Equilibrium dissociation constant KD and binding enthalpy ΔH were determined
by ITC. The standard free energy ΔG was calculated from KD by ITC and the
binding entropy ΔS from ΔH and ΔG. Association and dissociation rate
constants (k on and k off) were determined by Biacore X-100.

図-10 (A) E1/2 値と Koff および Kon の相関図、(B)E1/2 値とH およびG の相関図

スクリーニングにより絞りこまれた f{2,4}リガンドを His-tag タンパク質ラベル化剤として応用すべく、高
輝度粒子として知られる Q-dot 表面に修飾した機能性プローブを作成した。f{2,4}リガンドに対して biotin
を導入した化合物を設計、合成した。アビジンが修飾されている Q-dot と biotin 化 f{2,4}リガンドを用いる
ことで f{2,4}リガンドを修飾した Q-dot を調製した。調製した Q-dot はモータータンパク質であるミオシン V
を用いて評価するために、石渡 G に提供した(詳細は p26)。
(2)

His-tag

認 識

His-tagged protein
Histidine peptide

Quencher

OFF/ON 蛍光プローブ
の構築 1-3)
His-tag との結合が
可逆的な配位結合であ
ることに着目し、His-tag

scaffold

scaffold
Nitrirotriacetate-Ni2+
(NTA-Ni 2+)

Quench !
Fluorophore

Fluorescence‘OFF’

Fluorescence‘ON’

図-11 OFF/ON プローブの概念図

認識に伴い蛍光が ON
状態となるシステムを考
案した。消光分子の結
合したオリゴヒスチジン
ペプチド(Q-His)を用い、
予め His-tag 認識蛍光
プローブを配位させて
おくことで OFF 状態とす

図-12 実験に用いた蛍光プローブと消光分子結合ペプチドの構造
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反応が生じ、His-tag タンパク質に配位するプローブの蛍光が
特異的に ON 状態になると期待される(図-11)。そこで、His-tag
配列と金属イオンを介して結合する化合物に蛍光色素を結合
させたプローブと、消光分子の結合した His-tag 配列を持つペ

Diffusion time / µs

る。ここに His-tag タンパク質が存在することで Q-His との交換

プチドを設計した。
合成した蛍光プローブの His-tag 認識能を蛍光相関分光法
にて解析した。また、消光分子である Dabcyl が結合したヘキサ
ヒスチジンペプチド、および His-tag 配列を有するタンパク質を

Protein concentration / nM

図-13 His-UB と UB を用いた時の拡散時間
の変化

それぞれこの蛍光プローブに添加した際の蛍光強度の変化を測定した。さらにヘキサヒスチジンを用い
て、His-tag 添加時の錯体形成の変化における詳細な検討を質量分析装置により行った。
プローブをアミノ酸誘導体から出発して、適当な保護基を用いな
がら合成した。合成した蛍光プローブの認識能は蛍光相関分光
法により評価した。ここでは、モデルタンパク質として Ubiquitin
(UB)を用い、His-tag 配列を持つ Ubiquitin (His-UB)と持たない
Ubiquitin を用いて His-tag 配列に対する結合定数を算出した。拡

Normalized intensity / −

設計したプローブの構造は図-12 に示す通りである。これらの

A

散時間は図-13 に示すように、His-UB に対してのみ、高濃度にな
るにつれて増加し一定となった。ここから本実験で用いた蛍光プ
ローブの His-tag への平衡定数は約 210 nM と算出された。また、

Wavelength / nm

B

His-tag 配列を有さないタンパク質に対しては、ほとんど結合して
いないことが明らかとなった。
次に、図-11 に示した交換反応が生じるかを、ヘキサヒスチジン
を用いて検証した。蛍光プローブに対して消光分子を有するヒス
チジンペプチドを等量加えた後、蛍光スペクトルを測定したところ、
添加前に比べて蛍光強度が 8%にまで減少した。ここに消光分子
の結合していないヘキサヒスチジンを添加したところ、添加量依
存的に蛍光強度が回復していった(図-14, A)。また、ヘキサヒスチ

図-14 (A)ヘキサヒスチジン添加時の蛍
光スペクトル変化、(B)ヘキサヒスチジン
添加前(左)と後(右)での紫外光照射下で
の状態

ジン添加前および添加後での蛍光強度の変化は UV 励起下で目視にて簡便に確認可能なほど、大きい
ものであった(図-14, B)。
さらに、ヘキサヒスチジン添加前後の溶液を質量分析装置にて詳細な解析を行った。ヘキサヒスチジ
ン添加前は、蛍光プローブと消光分子が結合したヒスチジンペプチドが形成する錯体が検出された。一
方、ヘキサヒスチジン添加後は、消光分子結合ヒスチジンペプチドに加え、ヘキサヒスチジンとも蛍光プロ
ーブが錯体を形成していることが明らかとなり、ヘキサヒスチジン添加により図-11 に示す交換反応が生じ
たことが実証された。最後に、His-UB を用いて同様に蛍光強度の変化を測定したところ、ヘキサヒスチジ
ンと同様に蛍光強度の増加が観測された。これは His-tag 配列のない ubiquitin では認められないことか
ら、この蛍光回復は His-tag 配列に対して特異的であった(図-15)。これらの蛍光プローブは、His-tag タ
ンパク質が発現した細胞を用いて評価するために、尾崎 G へと提供した(詳細は尾崎 G, p38)。
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Normalized intensity / −

TMR-TriNTA / 3 Ni2+

A

+ 1 eq Dabcyl-(His)6

Wavelength / nm

+ 1 eq Dabcyl-(His)6

B

+ 1 eq ubiquitin

Wavelength / nm

C

+ 1 eq Dabcyl-(His)6
+ 1 eq (His)6-ubiquitin

Wavelength / nm

図-15 (A)1 当量の Dabcyl-His6 添加前後の蛍光スペクトル変化、(B)UB 添加前後の蛍光スペクトル変化、
(C)His-UB 添加前後の蛍光スペクトル変化

(3) 温度感受性ナノ粒子の開発
細胞内での温度分布を可視化することは、局所的な生化学反応の進行を明らかにするという点で、従
来とは異なる視点からの生命現象の解明に有用である。これまで、高分子ナノゲルやピペット温度計を用
いた研究が行われてきたが、pH やイオン強度の影響を受け易く測定誤差が大きいことや細胞内を直接
測定することができないことが問題となっている。そこで、本研究では、外部環境の影響を受けず、温度
変化にのみ応答し蛍光強度が変化する“ナノ温度計”の開発を目的とした。
詳細は VII.付録（非公開）に記述した。
［成果論文・特許］
1) S. Arai, S. Yoon, A. Murata, M. Takabayashi, X. Wu, Y. Lu, S. Takeoka, M. Ozaki, 「Fluorescent
“Turn-on” system utilizing a quencher-conjugated peptide for specific protein labeling of living
cells」, Biochemical and Biophysical Research Communications, 404, 211-216 (2011)
2) A. Murata, S. Arai, S. Yoon, M. Takabayashi, M. Ozaki, S. Takeoka, 「Construction of a ‘turn-on’
fluorescent probe system for His-tagged proteins」, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20,
6905-6908 (2010)
3) 武岡真司、新井 敏、村田 篤、高林昌生、尾崎美和子、ユン スーイン、「標的生体高分子の選択
的標識剤」、PCT/JP2010/063754

（２）要素技術支援および疾患モデル動物の解析（国内参画機関）
・東京大学大学院医学系研究科・疾患生命工学センター・秋本崇之・講師・３６歳
（早稲田大学・生命医療工学インスティテート・招聘研究員）
（活動内容）
張力依存性蛍光プローブの開発と筋メカノバイオロジーへの応用に関する活動：
［成果の詳細］
(1) 張力依存性蛍光プローブの性能評価
張力依存性蛍光プローブの開発も進めていたが、22 年度 5 月頃に本研究計画と全く同じコンセプト
で、p130Cas の基質ドメインをビンキュリンに結合させた張力依存性蛍光プローブがアメリカのグループよ
り報告された。このため、新規張力依存性蛍光プローブの開発を中止し、既存のプローブを用いた in
33

vivo での観察系の構築を目指して研究を継続し
ているが、研究期間内に完成させることはできな
かった。
(2) メカニカルストレス負荷中の細胞のリアルタ
イム観察システムの構築
メカニカルストレス負荷中の細胞を蛍光顕微
鏡下でリアルタイム観察するシステムを構築した。
これにより、メカニカルストレス応答性の細胞内
シグナルを一細胞レベルでリアルタイムに観察

図-16 引張り装置外観
装置の両端に設置したステッピングモーターによりアルミ製
のアームを介してシリコン上に播種した細胞に伸展刺激を負
荷する。装置は温度制御が可能である。

することが可能になった。
生体内において細胞には、重力、剪断応力、
引張応力、静水圧等、様々な種類のメカニカル
ストレスが複合的に負荷されており、これら刺激
に応じて生体機能の調節が行われていることが
徐々に明らかになってきた。一方、生体内(in

vivo)で、その応答のメカニズムを調べることは非
常に困難である。そこで、生体外で培養された
細胞に力学的刺激を負荷する装置が開発され、
メカニカルストレス負荷中の細胞内の分子の振
図−17 PID 制御システムの概要
EM-CCD カメラ(HAMAMATSU)からデータを取得し、細胞位置
を探索し、PID 制御により制御量を計算し、x-y 自動ステージを
移動させるプログラムを作成した。EM-CCD カメラで取得した
蛍光画像から、カメラの API を含んだプログラム開発用のツー
ルキットである DCAM-SDK(HAMAMATSU)を利用して、
0-16384 の輝度値の 256×256 データ配列を取得し、画像処理
を行うことで細胞の位置を計測する（Sensing Element）。細胞
の初期点からの偏差に対して PID 制御を用いて制御量を計算
(PID Controller)し、1 軸モータドライバ SG-5151(SIGMA-KOKI)
に移動量に比例したパルス数を入力することで、自動ステージ
（BIOS-115S, SIGMA KOKI）を移動させる(Actuator)。このよう
に、フィードバックをかけることで細胞の x-y 方向の移動を制御
する。細胞は観察用の ORCA-3CCD カメラ(HAMAMATSU)で解
析する。

る舞いを可視化する試みがなされている。しかし、
骨格筋等に負荷されている引張刺激に関しては、
歪み負荷中に細胞が顕微鏡視野から移動する
ため、リアルタイムでの観察は実現されていな
い。
本研究では両端引張刺激負荷装置で引張
刺激負荷中の培養細胞を顕微鏡下でリアルタイ
ム観察するために、x-y ステージと対物レンズ用
ピエゾアクチュエータをフィードバック制御(PID
制御)し、観察対象である細胞の動きを補正する
システムを構築した（図 16-18）。
その他、メカニカルストレスによってその発現
が変化するマイクロ RNA を Duke-NUS の Dr.
Zhen Yan（のちに University of Virginia へ移動）
と共同でいくつか同定し、そのうち miR-23a の培
養細胞および動物個体骨格筋における機能解

図−18 PID 制御による伸展刺激中の細胞の移動誤差
細胞を 1 軸方向に振幅 1000μm で周期的に振動させて制御
し、細胞の初期位置からの偏差を計測した（下の図はそれぞ
れ上の図の拡大）。0.1Hz では誤差が±30μm、0.25Hz では±
50μm であり、この条件では伸展刺激中の細胞の顕微鏡観察
が可能となった。

析を行った。その結果、miR-23a が骨格筋の萎
縮において必須のユビキチンリガーゼである
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MAFbx/atrogin-1 と MuRF1 の転写後制御に関与す
ることを明らかにした。すなわち miR-23a はそれぞれ
の 3’非翻訳領域に結合し、mRNA を分解することなく、
翻訳を抑制した（図 19）。この miR-23a を強制発現さ
せた骨格筋細胞およびトランスジェニックマウスでは、
糖質コルチコイド誘導性の骨格筋萎縮が抑制された
（図 20）。これらのことから、miR-23a はメカニカルスト
レスによる骨格筋萎縮の抑制に関与していると考えら
れた。
また、メカニカルストレスに関与すると考えられる
p130Cas 関 連の共同 研究に 関 して，NUS の Dr.

図−19 miR-23a は MAFbx/atrogin-1 と MuRF1 の翻訳を
抑制する
HeLa 細胞に FLAG tag を付加した MAFbx/atrogin-1 もし
くは MuRF1（もしくはそれぞれの 3’UTR 欠損）発現ベクター
を miR-23a 発現ベクターもしくはコントロールのベクターとと
もに導入し、RT-PCR で MAFbx/atrogin-1 と MuRF1 の
mRNA および、抗 FLAG 抗体で MAFbx/atrogin-1 と MuRF1
タンパクの発現を定量した。miR-23a の発現により、
MAFbx/atrogin-1 と MuRF1 のタンパク発現は抑制される
が、それぞれの mRNA 発現には差は認められない。

Sawada と打ち合わせを開始した。

・ 独)理化学研究所・脳科学総合研究センタ
ー・宮脇敦史・グループディレクター・４６
歳
（活動内容）
FRET 技術開発と支援活動：
研究の開始に際して、尾崎Ｇと武岡Ｇの研究者が
理化学研究所にて宮脇氏と議論を深め、近年の蛍光
プローブ及び顕微鏡技術の動向に関する情報収集

図−20 miR-23a は骨格筋萎縮を抑制する
筋芽細胞に miR-23a 発現ベクターもしくはコントロール
のベクターを導入し、デキサメタゾンによる筋萎縮を誘導
した後、筋管径を定量した。miR-23a の発現により、筋管
径の萎縮は抑制されるが、LNA によって miR-23 をノック
ダウンすると、この萎縮抵抗性は消失する。

を行った。また、宮脇氏の紹介により、研究協力者で
ある小島宏達氏（東大）を訪問し、His-tag 標的の蛍光色素の合成の際に生じた問題に関して議論した。
これにより、当時直面していた合成上の問題を解決し、研究の前進に大きく寄与することになった。
その後も、宮脇氏とは温度感受性色素に関して情報交換を行った。

（３）世界のバイオ情報の収集と利用、融合研究・臨床応用研究への発展のための活動（国
外参画機関）
・ 早稲田オリンパスバイオサイエンス研究所（WOBRI）・尾崎美和子・教授
（活動内容）
各要素技術の生物学的評価と神経科学への応用活動：
ニューレグリン（NRG）のタンパク質分断と細胞外放出の統合失調症発病との関係を明らかにするた
めに、健常人と統合失調症患者（慢性で薬剤投与を受けている患者）の血液を採取し、本研究課題では
遺伝子多型と血中分泌型 NRG の量を計測した。これにより、経過診断に使用可能な NRG ゲノム内の遺
伝子多型を同定すると同時に（図-21）、分泌型 NRG の量が多いと発病し、安定期には分泌量が減少し
ていることを示した

A）

。また、NRG を過剰に発現させたトランスジェニックマウスを用いた行動解析、組織

化学的解析により、NRG 変異マウスでは統合失調症病態モデルマウスとしてヒト疾患で観察される複数
の現象が観察されることを証明し

B）

、NRG の過剰な発現は、ドパミン作動性ニューロンのミエリン形成に
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異常を示すことも報告した 1）。ミエリン形成と統合失調
症との関係は、NUS、Dr. Liang Fengyi との共同研究
でもある。Dr. Liang Fengyi らは Rim3γのリン酸化が細
胞骨格タンパク質のポジショニングと重合を制御し、ミ
エリン形成を制御していることを報告しており C）、NRG
ノックアウトマウスとトランスジェニックマウスを用い、ミ
エリンの形状と Rim3γのタンパク質発現を観察した。
その結果、分泌型ニューレグリンが放出されないドミ
ナントネガティブ変異トランスジェニックマウスでは大
脳皮質、海馬、大脳基底核においてミエリン形成が
充分ではないことが判った（Liang et al, 現在論文準
備中）。更に、患者試料を用いた遺伝子解析、NRG
タンパク質解析、死後脳サンプルを用いた
high-throughput RNAi 解析を大規模に行うことにより、
統合失調症の分類をより具体化し治療成績を上げる

図−21 ヒトゲノムおよび NRG 分泌量の解析. SNIP 解
析により SNP8NRG243177 の T アレル、T/C アレルを
有する安定期患者では、優位に NRG 分泌量が下がっ
ていることが解った。

ための準備をしている（シンガポールグラント National
Medical Reseach Council: NMRC 最終ラウンドレビュー中）。
また、NRG タンパク質の分泌量を計測することが診断に結びつき、放出を制御することが治療や予防
に結びつくと考えているため、放出制御に関与している部位の同定を試みた。まずは、In silico で哺乳動
図-22 には NRG
物の NRG 遺伝子の解析を行い、
創薬ターゲットになりうる部位の予測を行った 2）。
の多機能性を考慮した場合における、創薬ターゲットとしての興味深い領域をまとめてある。今回は特に
細胞内ドメインである CD127, CD131, CD207 内のタンパク質切断と分泌制御領域に注目した。この解析
は、シンガポール A*STAR 研究所 Bioinformatics Institute (BII)の協力のもと行われた。コンピュー
タ予測を実証するために、リン酸化候補部位に変異を入れたポイントミューテーション遺伝子シ
リーズを作成し、NRG 遺伝子を COS 細胞に導入発現させ、NRG タンパク質の細胞内ドメインの
幾つかのリン酸化部位を活性化させることにより NRG のタンパク質分断と放出の状態を観察し
た。その際、NRG 遺伝子の５’末側にヒスチジン６量体をタグとして融合させ、ヒスチジン 6 量体
を選択的に標識する修飾剤に蛍光色素を結合させた低分子化合物を用いて蛍光標識を行った。リン酸
化部位とタンパク質分断と分泌速度との詳細な解析を行い、分泌動態を制御する最も有効なリン酸化部
位を同定した（Yoon et al, Eur. J. Cell Biol，論文投稿中）。
神経活動の解析としては、膜電位感受性色素、カルシウムインディケータの合成を予定していたこと
から、そのための評価系の構築を神経細胞を用いて行った。脳組織や動物個体を用いた従来の膜電位

図−22 NRGcDNA のまとめ. NRG４つのタイプが比較された。Ig-like ドメイン、一部の EGF—like ドメイン、Cyo,
ドメインはすべてのタイプに共通の構造をもつ。種とアイソフォームを超えて保存されている。
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感受性色素を用いた解析は NeuroSignals に
報告された

3）

。これまで膜電位感受性色素を

用いた検出系の感度を上げるため様々な工
夫をおこなってきたが、センサー、カメラ、顕微
系レンズの精度を上げることにより、時間分解
能、空間分解能を上げた。これに加えてこれ
までの開発経験を生かすことで、ニーズに合
わせた新規機能性プローブの評価ができる状
況にある。図-23 は膜電位感受性色素を用い
海馬での神経活動変化を可視化しており、既

図−23 海馬組織で、膜電位感受性色素を用いた神経活動変化が
計測された。電気刺激後、２ミリセカンド後からの活動変化を可視
化できる。

存の手法との比較から新規化合物の評価が可能であることを示している。また、NRG が NMDA 受容体と
協調し、NRG のアイソフォームと濃度依存的に細胞内カルシウム動態を変動させ、受容体側にも特異性
があることも解った（非公開データ）。電気刺激の代替刺激として頻用される KCl 刺激による動態変化も
興味深い結果であり、細胞膜の質の変化（特にラフト構成タンパク質の変化）を引き起こし、情報伝達効
率に変化を与える可能性を示した D）。また図-24 が示すように、NRG トランスジェニックマウスでは、ドパミ
ン作動性ニューロンが集中する領域でのドパミン作動性ニューロン構成タンパク質の成分には変化がな
かったが、KCl 刺激に対する過剰なドパミン放出を示した。本結果は、刺激に対して過活動を誘発する可
能性を示しており、神経活動変化を計測できる新たな手法への応用から、新知見が得られる可能性が高
い。NRG とその働き、及び創薬に向けての戦略は総説として報告された E,F)。
臨床研究への発展の活動として、シンガポールの脳外科•精神科グループとのミーティングを定期的
にもち、シンガポールを中継点に世界の脳外科医との連携を図り、統合失調症患者の脳活動変化情報
を集めてきた。電気信号を変化させることにより統合失調症の改善が観察された症例があることから、そ
のメカニズム解明のための基礎研究を、NRG ノックアウトマウスを用いて解析した。脳外科手術分野に還
元する可視化法として、脳外科医のニーズに応えた、１）低分子化合物のスクリーニングと２）ケミカルデ
バイスを含めた電気信号可視化法の開発を行いプロトタイプが完成した（非公開情報参照）。更に、神経
回路網の解析を、病態モデル動物（NRG ノックアウトマウス）を用いて行った。その結果、脳機能計測部
位、刺激部位として橋核やドパミン作動性ニューロンが多い腹側被蓋野からの投射が興味深い部位であ
ることが判った G) (Tang et al, Proc. Natl. Acad.

Sci. USA 論文投稿中)。橋•小脳路系の解析に
は 、 Duke-NUS 大 学 院 Professor George
Augustine が参加した。また、神経伝達物質の
量の計測と手術時の神経線維を染め分ける
目的で、神経伝達物質特異的に結合し蛍光
強度を変化させる色素のスクリーニングを研
究 協 力 者 で あ る Singapore Bioimaging
Consortium (SBIC), Director George Radda の
薦めにより Dr. Young-Tae Chang グループと
行った。１万個以上のケミカルライブラリーより

図−24 NRG 統合失調症モデルマウスを用いた解析. a :ベースラ
イン ドパミン放出量, b: 高 KCl 刺激によるドパミン放出量, c: ドパミ
ン作動性ニューロン構成蛋白の発現量, d: 統合失調症責任部位
での構成蛋白発現量のまとめ。
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スクリーニングを行い

H）

、ドパミンに特異的に結合する候補化合物を３つ得ることができた（Yoon et al,

PLoS ONE 投稿中）。化学合成と非細胞系・培養細胞系（細胞株）を用いたスクリーニングは、SBIC, Dr.
Young-Tae Chang のグループが担当し、神経初代培養、脳組織、動物個体を用いたスクリーニングを尾
崎 G が担当した。
奈良女子大学岩井 G が合成した温度感受性高分子ポリマーは、現在、細胞系で評価を行い更なる
改良を重ねている（図 28 参照）。温度感受性色素を用いた可視化技術法は、企業から提供された光学
観察技術と合わせて組織レベルでの評価を実施している（非公開）。これらは企業より特許出願される予
定である（企業既存特許に追加）。
本研究課題において、開発時より常に商品開発や臨床応用を視野に入れ低分子蛍光プローブ、機
能性プローブ、及び装置開発を行って来た。そのため、合成に着手する前に、医療現場のニーズ、マー
ケットサイズをシンガポール医療現場と検討し開発品の評価項目を設定している。この３年間を通し、図
-25 が示すようにシンガポール側の組織体制が整って来た。更に本ネットワークを堅固なものにしていく。

図−25 階層別分子動態可視化のため先端技術を開発するために、各種合成化合物、検出系、顕微系の評価を行った。提供
された試料は、有効性、技術面が繰り返し評価され、改良が重ねられた。階層毎に応用可能なものから随時適応された。

［成果論文］
1) T. Kato, Y Abe, M. Mizuno, K, Araki, N, Takei, F. Liang, M. Ozaki, H. Nawa, 「Phenotypic
Characterization of Transgenic Mice Overexpressing Neuregulin-1」, PLoS ONE, 5(12), e14185
(2010)
2) C. Chou, M. Ozaki, 「In silico analysis of neuregulin-1 evolution in vertebrates」, Bioscience Reports,
30(4), 267-275, (2010)
3) R. Fujii, M. Ichikawa, M. Ozaki, 「Imaging of Molecular Dynamics regulated by Electrical Activities in
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Neural Circuits and in Synapses」, NeuroSignals, 16, 260-277 (2008)
［関連論文］
A) M. Shibuya, E. Komi, R. Wang, T. Kato, Y. Watanabe, M. Sakai, M. Ozaki, T. Someya, H. Nawa,
「Measurement and comparison of serum neuregulin-1 immunoreactivity in control subjects and
patients with schizophrenia; An influence of its genetic polymorphism 」 , Journal of Neural

Transmission,117, 887-895 (2010)
B) T. Kato, Y. Abe, H. Sotoyama, A. Kakita, R. Kominami, S. Hirokawa, M. Ozaki, H. Takahashi and H.
Nawa, 「Transgenic mice overexpressing type1-neruegulin1β display hyper locomotor activity
reduced context dependent fear-learning and social interaction: implication for schizophrenia」,

Molecular Psychiatry, 16(3), 307-320 (2011)
C) J. Meng, W. Xia, J. Tang, BL. Tang, F. Liang, 「Dephosphorylation-dependent inhibitory activity of
juxtanodin on filamentous actin disassembly」, Journal of Biological Chemistry 285(37), 28838-49
(2010)
D) T. Amanuma, S. Osuka, E. Osima, R. Taguchi, Y. Hirabayash, M. Ozaki, 「Neuregulin ErbB
receptors are localized in microdomain lipid raft of cerebellar granule cells with different neural
activities.」, J. Soc. Jap. Women Sci, 9, 51-58 (2008)
E) M. Ozaki (Editor), 「Imaging of Neural Network-From Information Processing to Drug Design」

NeuroSignals, Special Issue (2008)
F) H. Nawa, M. Ozaki, 「Schizophrenia and Neuregulin-1」, Schizophrenia Frontier, 10, 58-65 (2009)
G) M. Hamamura, M. Ozaki, Y. Fukumaki, 「Repeated administration of methamphetamine blocked
cholecystokinin-octapeptide injection-induced c-fos mRNA expression without change in
capsaicin-induced junD mRNA expression in rat cerebellum」, Journal of Neural Transmission, 117,
1041-1053 (2010)
H) J. Lee, H-K. Kim, S. Feng, M. Vendrell, Y-T. Chang, 「Accelerating fluorescent sensor discovery:
unbiased screening of a diversity-oriented BODIPY library 」 , Chemical Communications 47,
2339–2341 (2011)

・National University of Singapore (NUS)・Department of Chemistry・Yixin Lu・Assistant
professor
（活動内容）
有機合成特に光スイッチ系の合成：
ヒスチジン６量体に結合するアダプターの合成は Dr. Yixin Lu のグループと武岡 G より供与を受けた。
Dr. Lu の研究室に所属していた博士研究員 Dr Xiaoyu Wu はその後暫く、尾崎 G に所属し、合成とスク
リーニングを行った。最終的にヒスチジンタグに結合すると発色し、洗浄する必要なく目的タンパク質を標
識できる手法を確率し、Biochem. Biophys. Res. Commun に報告した 1)。また、SBIC 所属と同時に、NUS,
Department of Chemistry に所属する Dr. Young-Tae Chang は、化合物合成を NUS で、バイオアッセイ
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を SBIC で行っており、化学合成分野における協
力体制を構築した。(図-25 参照)。
培養細胞用評価系として、膜貫通ドメインと
EGF-like ドメインをもつタンパク質にヒスチジン
６量体を融合させ、COS 細胞にそのタンパク質
を強制発現させた。そこへ蛍光標識した各種修
飾剤を適応することにより、細胞毒性、結合能、
適応最適化を検討し、機能性プローブへ発展さ
せるかどうかを検討した。図-26 は、実際、細胞
表面が標識されている状態を示している。更に

図−26 修飾材別光スイッチ法の評価. 修飾材の His-tag 認識
能を評価するために構築されたプラスミドの構造.蛋白が細胞外
に局在するように設計された. B:COS 細胞を用いた標識画像. C：
標識された蛋白が His-tag を持つことが生化学的に示された。

光スイッチという機能を持たせ、機能性プローブ
として使用出来るかどうかが検討された。その結果、図-27 が示すように、少なくとも細胞外標識において、
洗浄することなく標識可能な（発色したことが同時にターゲット分子を認識していることを意味する）機能
性プローブの標識システムが確立した。
［成果論文］
1) S. Arai, S. Yoon, A. Murata, M. Takabayashi, X. Wu, Y. Lu, S. Takeoka, M. Ozaki, 「Fluorescent
“Turn-on” system utilizing a quencher-conjugated peptide for specific protein labeling of living cells」,

Biochemical and Biophysical Research Communications, 404, 211-216 (2011)

・ National University of Singapore (NUS)・Department of Medicine, Fengyi Liang・Medical
Doctor
（活動内容）
神経疾患モデル動物およびヒト死後脳の解剖学的解析研究活動：
神経疾患モデル動物の解析としては、統合失調症病態モデルマウス（ノックアウトマウスとトランスジェ
ニックマウス）の解析を行い下記の論文をまとめた

A),B)

。また、ヒト死後脳解析では、健常人と統合失調症

患者の大脳皮質、海馬、大脳基
底核部分のシナプスの構造を調
べた。統合失調症患者ではスパ
インの数が少なく、脳室が拡大し
ている傾向が観察された。似たよ
うな現象は、分泌型 NRG 量が過
剰または欠損したマウスでも観察
され 、統 計 的に 優位 さを示 した
（非公開データ）。ヒト死後脳を用
いた解析は、症状ごとに細かく分
類されたサンプル数を増やすこと

図−27 光スイッチ法による蛍光標識。洗浄した場合としない場合で、細胞外と細胞
内の蛍光強度が測定された。A: COS 細胞に図−２６A の遺伝子構造の蛋白を強制
発現させ蛍光標識した画像。B：計測結果をグラフにまとめた。細胞内では、洗浄前
後で蛍光強度に差が見られたが、細胞外では優位な差は認められなかった。
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により、更なる解析が必要である。尾崎は Meng J.の博士論文審査のための学外審査委員を務めた。
［成果論文］
1)

T. Kato, Y Abe, M. Mizuno, K, Araki, N, Takei, F. Liang, M. Ozaki, H. Nawa, 「Phenotypic
Characterization of Transgenic Mice Overexpressing Neuregulin-1」, PLoS ONE, 5(12), e14185
(2010)

2)

J. Meng, W. Xia, J. Tang, BL. Tang, F. Liang, 「Dephosphorylation-dependent inhibitory activity of
juxtanodin on filamentous actin disassembly」, Journal of Biological Chemistry 285(37), 28838-49
(2010)

・ Duke-NUS Graduate Medical School Singapore・Zhen Yan・Associate professor
（活動内容）
筋・心臓疾患系モデル動物の解析と新規技術の in vivo への応用研究：
[成果の詳細]
秋本（東京大学）との共同研究成果の詳細について、秋本の箇所へ記載した。
・ Duke-NUS Graduate Medical School Singapore, George Augustine, Professor
（活動内容）
オプトジェネティカルマウスの構築と解析
高次機能制御のためには、生きた動物を用いた高次機能解析と高次機能に直結した神経回路網の
同定が同時にできることが、計測•刺激部位の同定の最短距離である。そこで、ピンポイントの光刺激によ
りチャンネル活性を変化させ、特定の神経回路網のみを活動させることができるオプトジェネティカルマウ
スを用い、動物個体で我々が作成した神経活動計測色素や装置が機能するかどうかのアッセイを行って
いる。 まずは、Dr. George Augustine グループが作成したチャンネルロドプシン、クロライドチャンネル
に蛍光色素 YFP タグを融合させたトランスジェニックマウスから精神疾患に関連のある神経回路網にタグ
の発現があるものをスクリーニングした。その結果、大脳基底核から橋、苔状線維にかけ発現が観察され
るラインを見つけることができた。本マウスの組織および動物個体を用い計測系の評価を行っている （詳
細は非公開）。また、温度感受性色素を用いた動物個体での評価法として本共同研究で見いだしたクロ
ライドチャンネルオプトジェネティカルマウスが用いられる。
橋•小脳路系は、１）異なる機能を担う複数の神経回路網が、どのように１つのアウトプット信号に向け
て統合されるか、２）この統合システムが生後成長過程において、どのように機能発達するかを研究する
上で適したに研究材料である。橋は、小脳と大脳皮質を繋ぐ司令塔的役割も果たしている。よって、NRG
ノックアウトマウスを用い、橋核から小脳皮質への投射とその役割が解析された。その結果、橋からの投
射が、バーグマンクリア細胞の発達や顆粒細胞の移動、そして苔状線維のシナプス小胞の数等を制御し、
小脳皮質の発達を誘導していることが解り、協調運動を司る責任部位が明らかにされた。現在、論文投
稿中である。
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評価・応用

His-tag 認識素子結合

①
ESI-MS によるスク
リーニング
②
FITC-NTA
HisZiFiT
TMR-TriNTA

タンパク質系

合成系

細胞系

組織・器官系

動物個体系

高輝度粒子(Q-dot)
FITC-NTA

His-tag 認識 OFF/ON

HisZiFiT

プローブ

TMR-TriNTA
MR-TriNTA

温度感受性蛍光ナノ

オイルエマルジョン

粒子

PLGA ナノ粒子
PMMA ナノ粒子

温度感受性高分子

奈良女・岩井研より提供

ドパミン感受性蛍光

NUS・Chang 研より提供

プローブ
グルタミン酸感受性
蛍光プローブ

本課題にて達成したもの

アダプター＆カルシウ

本課題にて取り組んだもの(現在継続中)

ムインディケータ

評価系を経た合成系へのフィードバック

図 28 先端技術開発で行われた、階層をまたぐ評価系とフィードバックの概略図
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
シンガポール研究所の WOBRI から WABIOS への大幅改組や、担当予定者の早期の移籍などの申請
時当初には予期せぬ出来事によって多少の見込み違いはあったが、ミッションステートメントに掲げた各
項目について、ほぼ全て達成した。とくに、温度感受性プローブについては、一分子レベルから細胞、臓
器レベルに至る各階層における温度分布とその変化のイメージングが可能であることを示すことができ、
この方法の標準化という点で目標以上の成果があったと評価する。一方で Ca２＋イメージングプローブと
膜電位感受性プローブの開発については十分な達成度とは言えないが、現在も継続して開発を続けて
おり、今後の展開が期待できる。また、階層別技術評価系と国際標準化に向けた組織が構成され、今後、
商品としての国際標準化を目指す仕組みができ、更に日本
•シンガポール間で新たなビジネス拠点
（A*STAR と医療特区内）として継続されることは大きな成果といえる。
２．成果
上記「IV.実施結果・成果の詳細」で述べたが、本研究課題で構築した手法と方法論を活用して開発し
た（蛍光）化合物の有用性を、各階層・幾つかの対象にわたって確認することができた。また、シンガポー
ルに早稲田独自の研究拠点を確立し、研究･教育の多様なネットワークを構築することができた。そして、
新たな技術評価、国際標準化拠点が整備されることも大きな成果といえる。
３．計画・手法の妥当性
合成された化合物を脳・神経系と心臓・心筋収縮・分子モーター系の各階層の実験系で評価し、そ
のために一分子、分子集合体、細胞、組織といった各階層で顕微計測系を準備するやり方は非常に上
手く行った。各主要部へ海外を含む参画機関の研究者を上手く配置できたこと、それら研究者（生物物
理学者、化学者、生命科学者）がそれぞれの特技を発揮して目標を達成したこと、そして WABIOS を拠
点にして、現場で働く研究者間の日常的な情報交換と議論を通した相互作用を進めようという仕組みが
非常に上手く働いたこと、これらが総合されたことが、本研究課題が成功した主要な要因である。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
上記 III-4 で詳述したが、2009 年 9 月に、シンガポールに早稲田バイオサイエンスシンガポール研究
所（WABIOS）を BIOPOLIS 内に早稲田大学単独で設立し、複数の主任研究員や PD、プロジェクト・コー
ディネーターなどを常駐させて、本研究課題での共同研究を機軸として研究・教育ネットワークの構築を
行ってきた。その成果の上に立って、早稲田大学内における WABIOS の存立基盤を強固なものにすると
いう大学としての決断がなされた。従って、本研究課題を通じて、シンガポールを拠点とする「国際共同
研究の推進」という本プログラムの趣旨を完遂させるための継続性と発展性が確保されたものと評価する。
一方、本研究課題であった階層毎の技術評価系や国際標準化や R&D に必要な人材育成については、
シンガポール政府と日本の他機関によって継続・発展されることになる。
５．その他
（１．～４．の項目以外の内容で、自己評価としてもし何か示されたい点がありましたら、簡潔にお示しく
ださい）
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３年間という短期間だったが、シンガポールという“外国”の地に早稲田大学単独で実質的な研究拠点
を築くことができたことは、当初の我々自身の期待を超えるものであった。これは、科学技術振興調整費
のプロジェクトがなければ不可能だったことだが、とくにシンガポール研究・教育機関との協力関係を設
立する上では早稲田大学の全面的支援が不可欠であった。通常の研究協力とは全く異なる経験の積み
重ねであったことを実感している。
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Ⅵ．その他
１．代表研究者・国内参画機関研究者への質問
①課題実施また推進において、直面した困難、障害となった事柄について、ご説明ください。
シンガポール政府からの助成金獲得の可能性について。申請代表者は何らかの立場で現地
の研究・教育機関に所属していることが求められるため、現状では日本の大学の在外研究
所である早稲田大学が主体となって申請できる現地の助成金は見当たらない。WABIOS の
主任研究員が現地の研究・教育機関に所属する申請代表者の共同研究者として名前を連ね、
獲得した助成金の一部を振り分けてもらう、という方法が最も現実的な状況である。
②アジア・アフリカ地域における国際共同研究推進に向けて、提案事項があればお示しくだ
さい。
今後は我々も代表として直接応募できるよう現地ファンディング機関(A*STAR 等)の上層部と交
渉を進めるが、同時に JST の戦略的国際科学技術協力推進事業「A*STAR との共同ファンディン
グプログラム」のような形態で本格的に国際共同研究が可能なプログラムをシンガポールでも策
定頂けると大変ありがたい。我々が本研究課題の推進などにより現地で築き上げてきた海外研究
者ネットワークを発展させ、継続的な研究所の運営につながると思われる。
また、プロジェクトの期間中に現地の共同研究者やファンディング機関と協議し、将来的にどう
いう仕組みでサポート内容を継続させるか、ということまでより積極的に関わると更に喜ばれるので
はないかと考える。
また、本事業終了後、神経科学分野の実質的な技術評価と国際標準化推進部門は A*STAR
内に移動したことから、実用化に最も近い部分を別途サポートするプログラムの策定を早急にご
検討頂ければと思う。評価系情報蓄積の場は、日本とシンガポールそれぞれに設置された拠点
の間で連携していく形態が現在進行しているが、実際に要素技術の評価や国際標準化を推進す
る上では、シンガポールに日本拠点を持つ事が必須の場合がある。複数の日本技術を統合した
装置の評価を海外拠点に譲り渡した場合でも、知財管理、情報管理上、シンガポールに設置さ
れた日本拠点内に評価部門があることが望ましい。最低でもマッチングファンドでなければ、実験
結果の自由な情報開示と日本側の権利を主張できなくなる。
本研究課題は提案当初よりかなり難しい課題であると同時に、合成化学、生物物理学、
神経科学分野の実働研究者にとり、研究所が転換期・草創期にあったこともあって、必ず
しも整った研究環境であったとはいえない。その中で真剣に融合研究に取り組み成果を上
げたと自負する。実働部隊の努力によるところが非常に大きかったことを評価頂きたい。

２．国外参画機関への質問
課題の事後評価にあたり、国外参画機関から、共同研究についての感想・コメントを求めます。
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which
you belong to the international research collaboration funded by the Special Coordination
Funds for Promoting Science and Technology (SCF). The answer is not mandatory, although
your input is important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
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＃１：Dr. Yixin Lu (NUS)
＃２：Dr. Liang Fengyi (NUS)
1)本共同研究をどのように評価しているか、自由形式でコメントをお寄せください。当該課題
の内容に限定された事柄から、
振興調整費の制度そのものについてまで、
幅広くお考えください。

1)Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your
comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
#1: I think the collaboration is effective. The expertise’s of the participants are
complementary to each other, myself (Yixin Lu) in synthetic organic chemistry, Prof. Ozaki in
neurobiology, and Prof. Takeoka in bioorganic chemistry, it is clear to me such a combination
is effective and essential for the multidisciplinary project we are taking.
#2; I think this is a great program for promoting international collaboration for scientific
research. In this case, it has indeed enhanced our collaboration and scientific communication
with excellent research scientists from Japan. Wish to have more of the kind, and more
publicity of the program among research scientists in the world. If possible, the program
should be extended for at least another three years as three years are not really enough for
the conduction of substantial in-depth research with a sizable international impact.
2)本共同研究の問題と思われる点、改善すべきと思われる点について、箇条書きでご意見をお寄
せください。1)と同じく幅広くお考えください。

2)Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment
may cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
#1: If the Japanese researchers can devote more time in doing research in Singapore, and if I
can have a joint appointment at the Japanese organization where the collaboration takes
place, the collaborative work may be more effective.
#2: We have encountered no big problems. It has been indeed a pleasant and amiable
collaboration program. For future collaboration program of this kind, we probably should
push for more involvement of related government agencies from both countries so that the
collaboration program looks more official and the researchers involved can get more
support and due recognition.
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3)本国際共同研究は、イコールパートナーシップの精神に基づいて実施されましたが、国外参画
機関としての物質的な貢献・負担（コミットメント）はどの程度だったか、ご回答ください。
＊経費（研究費）
： （ ※金額及び使途等 ）
＊試料・フィールド提供： （

）

＊研究室・設備提供： （

）

＊人材提供（研究員他）
： （

）

＊その他：
（

）

3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal
partnership manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the
resources necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the
contributions by your side in the following categories;
- Research expense: (please describe amount (US$) and purpose)
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
- Others : ( please describe details)
#1: One postdoctoral fellow had worked on the collaborative project for half a year, during
which period, the research was done in my laboratory at NUS, and most of the related
expenses were borne by me.
Again, this question is linked back to my answers to question 2, research funding in
Singapore is strictly controlled and audited, which means the money I secured has to be used
for the project awarded. Applying such a funding to other collaborations can be very difficult,
if not impossible. I think a joint appointment has to be the first step for an even more
effective collaboration.
#2: I did not really care too much about the costs since the research is worth the efforts.
Regarding the collaboration on schizophrenia, some materials were exchanged. We also
helped each other with research techniques and equipments such as confocal microscope and
cryostat microtome.
At the start, the program did not actively seek equal funding and resource commitment from
the Singapore government or institutions for collaborators, any expenditure incurred to the
collaborator for the collaboration program was actually footed by other sources of research
support unrelated to this program. This is probably something we (especially the collaborator)
can try to work on to improve for any future collaborations.
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