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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２８年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

S2503   
関連研究分野  

（分科細目コード）  

応用生物化学  

（ 7103）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

機能性食品因子としての植物代謝産物生産ネットワークの解析に関する国際共同研究  

（平成 25年度）  

代表研究機関名 

 東京大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

 なし 

 

主担当研究者氏名  
 篠崎和子 

 

補助金支出額  

（平成 25年度）  

 

  5,000,000 円  

（平成 26 年度）  

 

  23,420,000 円  

（平成 27 年度）  

 

  26,330,000 円  

（合計）  

 

    54,750,000 円  

(公募応募当初の「事

業計画調書」に記載

の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 25年度）  

       1  人  

 

（平成 26年度）  

        3  人  

（      1  人）  

（平成 27年度）  

        3    人  

（     0   人）  

（合計）  

            6  人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 25年度）  

       2  人  

 

（平成 26年度）  

       5   人  

（     2   人）  

（平成 27年度）  

         4   人  

（      4  人）  

（合計）  

            5  人  

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 25年度）  

       0  人  

 

（平成 26年度）  

       0   人  

（        人）  

（平成 27年度）  

       0     人  

（        人）  

（合計）  

           0    人  

 

 

 

 



様式１【公表】                                        

2 
 

１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

 東京大学では、大学の国際化を推進しており、未来の社会を担うグローバルリー

ダーの育成を目指している。また、申請者らが所属する農学生命科学研究科におい

ては、食料やエネルギーの供給問題や、食の安全や健康の増進、地球規模での環境

劣化や生物多様性の喪失などの世界が直面している食料や健康、エネルギーや環境

をめぐる多様な課題に取り組む国際性豊かな若手研究者を育成することを目標とし

ている。 

 これらの人材を育成するためには、特に若手研究者が海外で研究を行うことで世

界の研究者と密接に関わり、研究者のネットワークを世界に広げる機会を得ること

が重要である。また、研究者として海外で生活を送ることで、国内からとは異なる

角度から変貌する世界の情勢を感じ取り、研究の進むべき方向を見極める洞察力を

学び取る機会が得られると考えられる。本事業により派遣される若手研究者は、こ

のような経験を得ることで、現在多くの国々が迎えている高齢化社会における問題

の解決に挑戦するグローバルでタフな研究者に成長することが期待される。また、

このような若手研究者を育てることは、国内で学ぶ大学院学生にも多大な影響を与

え、次に続く研究者を育てることに繋がっていくと期待される。本事業により得ら

れる研究成果については、レベルの高い国際雑誌へ発表する。また、プレスリリー

スを行い、積極的に新聞発表を行い社会や国民へ情報発信する。  
 本学では学部および大学院の学生や若手研究者の留学を奨励しているが、本事業

により派遣された研究者は、これらの学生や若手研究者にアドバイスを行うことが

できる。また、本事業で得た研究者の国際ネットワークは、グローバルリーダーと

して国際共同研究を推進する際にも大きな力となると予想される。これらの状況は

大学や研究科のホームページや内外に向けて毎年出版する冊子などを通じて検証す

ることができる。  
 
（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 本事業によって海外の研究機関に派遣された 5名の若手研究者は、いずれも国際

的な人材交流を深め、それぞれの研究者の国際ネットワークを構築することができ

た。5名の派遣研究者のうち4名が、さらに研究を深めるため派遣先研究機関で採用

され研究を続けていることは、それを反映していると考えられる。これらの派遣研

究者の経験と構築された国際的研究者のネットワークは、今後、彼らがグローバル
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リーダーとして国際共同研究を推進する際にも大きな力となると期待される。本事

業の達成目標である、植物などを由来とする機能性成分の生理作用の解明や植物の

環境応答代謝ネットワークの解明に関する論文が、派遣研究者と受入研究者との共

著で国際的に著名な雑誌に発表された。また、数編の論文が投稿され審査段階にあ

る。さらに、多くの新規の共同研究による成果が国際学会等で発表されているため

、今後はこれらの成果をまとめた国際誌への研究論文発表も期待される。本海外派

遣プログラムによって得られた論文発表や学会発表における経験や業績は、派遣若

手研究者が今後大学や研究所においてポジションを得たり、職員として研究や教育

をおこなったりしていく上で、大きく貢献するものと期待している。一方、本国際

共同研究によって、担当研究機関と相手側の研究機関においても、本研究分野にお

いて新たな国際共同研究体制が構築された。これらの国際共同研究体制は、我が国

における本研究関連分野の発展に多大な貢献を果たすものと確信している。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）事業計画調書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

 我が国を始めとする世界の多くの先進国が迎える高齢化社会は、ますます深刻な

問題となっていくと考えられ、先進国にとって今後は健康長寿を目指すことが重要

となっている。健康の基盤は食であり、日々の食物に含まれる健康増進・老化防止

等の有効成分を適切に摂取することができれば国民皆健康長寿の実現も夢ではな

い。このためには、老化防止における機能性成分の有効性を検討して、その有効性

のメカニズムを明らかにすることが急務となっている。植物が産生する物質には健

康増進・老化防止などに関する様々な生理機能を有するもの知られているが、20 万

から 100 万といわれる植物の代謝産物のうち機能性成分の生理作用が明らかにされ

ているものはまだ数少ない。これらの植物の機能性成分を明らかにするとともに、

その含有量を高め、かつ安定した生産を確保できる植物を開発することは、健康増

進・老化防止の研究を進める上で重要な進展が得られると考えられる。  

 本事業では、植物が産生する代謝産物を機能性食品として社会に流通させること

を最終目標とし、植物分野、食品分野の若手研究者を海外の最先端研究施設に派遣

し人材育成を行なう。派遣された若手研究者は、最先端技術の習得を含め、各研究

課題を推進するとともに、国際共同研究ネットワークを構築して連携研究を行う。

本事業の到達目標は、植物由来機能性成分の生理作用の解明と、植物の環境適応代

謝ネットワークの解明である。各課題の成果を個々の論文としてまとめ、高いレベ

ルの科学雑誌に投稿することを目標とする。また、これらの研究分野の若手研究者

の育成と国際ネットワークの形成も到達目標としてあげられる。一方、プレスリリ

ースを行い新聞やテレビなどのメディアを通して積極的に社会への情報発信も行

う。これらの情報は、大学、研究科、研究室などのホームページを通じても検証す

ることができる。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 本若手研究者派遣事業では、東京大学と VIB（ベルギー）、Max Planck Institute of 
Molecular Plant Physiology（ドイツ）、オックスフォード大学（イギリス）、ウィス

コンシン大学（アメリカ）、バーゼル大学・フリードリッヒ・ミッシャー研究所（ス

イス）との連携協力によって実施された。当初計画では 6 名を派遣する予定であっ

たところ、最終的には 5 名の派遣となったが、当初の研究計画には支障なく効率的

に遂行することができた。3 年の研究期間中に、環境ストレス下で蓄積する代謝産
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物の中間体を標識プローブとして用いるプロテオーム解析、および環境ストレス下

で蓄積する代謝産物についてメタボローム解析やシステムズバイオロジー解析を行

ない多くの研究成果を得た。また、エストロゲン受容体を介したエピジェネティッ

ク細胞制御機構の解明と機能性成分の検証や食品因子の生殖細胞へのエピジェネテ

ィックな影響の解明に関する研究においても興味深い研究成果が得られた。これら

の研究成果は、派遣研究者と受入研究者との共著論文として研究雑誌に発表された。

また現在、数編の論文が国際的に著名な研究雑誌に投稿され審査段階にある。さら

に、多くの新規の共同研究成果が研究集会で発表されているため、今後はこれらの

成果をまとめた研究論文発表も期待され多大な研究成果が見込まれる。一方、派遣

された 5 名の研究者が、派遣先研究機関で研究成果を挙げることで、国際研究ネッ

トワークが構築された。本事業の目標である関連研究分野の若手研究者の育成と国

際研究ネットワークの形成は、ともに十分に達成された。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 本事業で派遣した若手研究員の多くは派遣先で研究員として雇用され、さらに

多くの業績を挙げようと努力を重ねている。若手研究員にとってより質の高い研

究業績を挙げることが、今後の発展に重要と考えられるので、今後も派遣先研究

機関との連携を発展させ、多くの質の高い研究成果があげられるよう協力してい

きたいと考えている。本派遣が片道切符とならないよう、科学研究費に係る国際

共同研究基金や大学が取り組む大学院学生留学支援プログラムなどにより国際共

同研究及び人材の交流を継続して、国際研究ネットワークの活用に積極的に取り

組んでいきたい。  

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 本事業の終了後も国際共同研究及び人材の交流を継続して、国際研究ネットワー

クの活用に取り組んでいく予定である。Max Planck Institute of Molecular Plant 
Physiology では、シロイヌナズナ、トマト、ジャガイモをモデル植物として用い、

植物の代謝産物に関して最新の高感度分析法を開発している。ベルギーの VIB で

はシロイヌナズナやトウモロコシに関して、大規模な植物の成長計測システムを取

り入れ先駆的な研究を行っている。オックスフォード大学では、代謝中間体を標識

プローブとしたプロテオーム解析技術を開発しており、世界に先駆けた研究技術を

有している。バーゼル大学では神経の分子レベルでの最先端研究を行っている。今

後もこれらの研究機関との研究ネットワークを継続・拡大することで共同研究を発

展させ、世界をリードする研究を行っていくことを目指したい。本研究で派遣され

た若手研究者はそれぞれの派遣先研究機関で採用され現在も研究を行っており、今

後の国際共同研究に果たす役割は大きい。  

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 本事業で派遣された 5 名の若手研究者のうち 3 名は、本プログラム終了後も派遣

先研究機関の博士研究員として採用された。また、1 名は派遣先の予算で博士課程

学生として引き続き研究を行っている。残り 1 名は国内の他大学の博士研究員とし

て採用されて研究活動を継続している。このように本事業による国際共同研究はこ

れらの若手研究者が仲立ちとなって今後も研究の発展が見込まれる。Max Planck 
Institute of Molecular Plant Physiology では、植物の代謝産物に関して最新の高感度分

析法が開発されている。ベルギーの VIB では大規模な植物の成長計測システムが

開発されている。また、オックスフォード大学では、代謝中間体を標識プローブと

したプロテオーム解析技術を開発している。バーゼル大学では神経の分子レベルで

の最先端の研究技術が開発されており、派遣研究者らはこれらの手法を自身の研究

に取り込むことで、世界最先端の研究手法を身につけている。また、世界中から若

手研究者が集まってくるこれらの研究機関で人的ネットワークを構築しており、研

究人材としての将来性は極めて高い。  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

 篠崎
シノザキ

 和子
カ ズ コ

 

担当研究者  

 浅見
ア サ ミ

 忠男
タ ダ オ

 

 朝倉
アサクラ

 富子
ト ミ コ

 

 加藤
カ ト ウ

 久典
ヒサノリ

 

 

 

 

計 4名  

 

東京大学  

 

東京大学  

東京大学  

東京大学  

 

農学生命科学研究科  

 

農学生命科学研究科  

農学生命科学研究科  

総括プロジェクト機構  

 

教授  

 

教授  

特任教授  

特任教授  

 

植物分子生物学  

 

生物制御化学  

食品科学  

分子栄養学  

 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

ドイツ  

 

 

 

ベルギー  

 

 

 

イギリス  

 

 

アメリカ  

 

 

 

 

スイス  

Max Planck Institute of Molecular Plant 
Physiology 

 

 

VIB 

 

 

 

University of Oxford 

 

 

University of Wisconsin-Madison 

 

 

 

 

University of Basel 
 

 

 

 

 

 

計  5 機関  

Alisdair Fernie 
 
 
 
Dirk Inzé 
 
 
 
Renier A. L. van 
der Hoorn 
 
Tomas A. Prolla 
 
Wei Xu 
 
 
Susan M. Gasser 

Research 
Group Leader 
 
 
Principal 
Investigator, 
Director 
 
Associate 
Professor  
 
Professor 
 
Associate 
Professor 
 
Professor 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻では、化学と生物学を基盤

として、動物、植物などのさまざまな生物現象を解明する生命科学を展開するとと

もに、食糧や食品をはじめとする有用物質生産や人類の直面している環境問題の解

決に積極的に寄与している。これらの分野において指導的立場に立ち、科学の発展

と人類の福祉に寄与することのできる人材を養成するため、最新の知識と高度の専

門技術を用いて最先端の研究・教育活動を行なっている。  
 本事業では応用生命化学専攻の教育理念に則し、世界水準の研究活動をおこなう

若手研究者として活躍する人材であることを選抜方針とした。若手研究者の選考基

準は、次のとおりである。  
 ①  プロジェクト研究に関連する研究業績ならびに研究計画を有する者。  
 ②  国際的な研究者として、目的意識・使命感を持って研究に取り組む意欲が高い

こと。  
 ③  海外の研究・生活に不可欠な語学力があること。  
 ④  派遣国の文化や生活習慣を尊重する態度があること。  
 若手研究者の選抜は、実施期間全体にわたり、植物由来機能性成分の解析を行な

っている若手教員 1 名と、博士後期課程に在学中の大学院生 1 名、および植物の環

境ストレス応答に関わる研究を行っている若手教員 3 名（このうち１名は選抜及び

派遣当初は博士後期課程に在学中の大学院生）で構成した。いずれも、将来、世界

水準の研究活動を自立して行なうことを希望する若手研究員および大学院生の中か

ら、主担当研究者及び担当研究者が面接を行ない、慎重に選抜した。  
 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 主担当研究者は海外協力機関と連携して事業全体を通した研究戦略、工程管理を

策定するとともに毎年度の研究計画と成果達成目標を定め、若手研究者の派遣計画

を策定した。次にこの派遣計画に従い、国際学務支援チームを始めとする農学系事

務部では、海外派遣に付随する制度の確認や派遣予算のチェック等を行い、その問

題点を担当研究者にフィードバックし必要に応じて派遣計画の修正等を行った。こ

うした問題がクリアされた研究者については、速やかに派遣のための諸手続を行っ

た。  
 なお、派遣中は主担当研究者及び担当研究者によって、派遣研究者の研究の進捗

状況の確認、問題への対応アドバイス、研究指導を日常的に行なった。また、担当

職員は派遣者の安全管理・健康相談を必要に応じて行い快適な研究・生活環境の確

保に努めた。帰国後は、主担当研究者及び担当研究者は帰国レポートや報告会をセ

ッティングし、派遣期間中の研究推進・実施上の問題点を評価・分析し、次年度の

研究計画の見直しや改善を行なった。  
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（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

  

当初計画では 6 名を派遣する予定であったところ、平成 26 年度に新規の若手研究者

1 名（派遣者⑤）をバーゼル大学へ派遣した。また、27 年度に派遣者④及び派遣者

⑤の研究の進展により派遣期間を延長し、新規 2 名の派遣を見送ったため、最終的

な派遣人数は 5 名となったが、当初の計画には影響はなく、効率的に研究を遂行す

ることができた。  

 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活

躍が見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 本プログラムでは植物が産生する代謝産物の健康増進や老化防止などに関する生

理機能を解析する研究技術を有する研究者の育成を目指し、植物分野と食品分野の

それぞれ 3 名と 2 名の若手研究者を、それぞれの分野で世界をリードする研究機関

に派遣した。植物研究分野では 3 名の派遣研究者により以下の研究成果が得られた。 
 派遣者①（植物分野）：乾燥などのストレス時に植物は健康増進に役立つような

種々の代謝産物を蓄積する。乾燥ストレス時に蓄積する植物ホルモンである ABA の

シグナル伝達が欠損した srk2d/e/i 変異体を用いてメタボローム解析を行った結果、

その代謝産物プロファイルは、ABA の生合成変異体である aba2-1 変異体と共通性が

あることが示され、ストレス時に蓄積する多くの代謝産物が ABA によって制御され

ていることが確かめられた。また、通常生育条件下において、srk2d/e/i 変異体および

aba2-1 変異体は、ロゼッタ葉の枚数が野生型植物と比較して増加していた。以上の

結果から、ストレスのない通常の生育条件において、ABA シグナル伝達経路が一次

代謝産物の蓄積量を制御し、葉の生長に対して負の制御因子として機能しているこ

とが示唆された。  
 派遣者②（植物分野）：環境ストレスに応答して機能する代謝酵素遺伝子を同定

することを目標とし、材料としてストレスを与えたシロイヌナズナ由来の培養細胞

と与えていない培養細胞を用いて、 reactive cysteine を標的としたプローブで標識さ

れるプロテオームを比較解析した。まず、チオール基との反応基を有する化合物に

様々な骨格を組み合わせた構造をもつ約 50 種類のプローブライブラリーの中から、

数種類のプローブを選定した。次に、その有効性を評価するため、プローブで標識

した プロ テオ ー ム か ら Pull-down 法 に より 標識 され たタ ンパ ク質 を精 製し 、

LC-MS/MS 解析により同定した。さらに、標識されたタンパク質の作用機序に関し

てより詳細な情報を得るため、標識されたタンパク質における標識アミノ酸残基を

効率良く同定する方法の確立をおこなった。 

 派遣者③（植物分野）：植物の乾燥ストレス時の成長における代謝産物の影響を

解析するため、ストレスと成長の関係を詳細に調査した。これまでの研究によって、

葉のサイズは葉の成長速度と成長期間で決まることが明らかになっていた。派遣先

機関における自動給水自動測定システムを用いた解析によって、植物が乾燥条件に

おいて葉の大きさを維持するために、抑制された成長速度を、成長期間を延ばすこ

とで部分的に補償していることを明らかにした。一方、トウモロコシの遺伝資源を
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用いた葉の成長に関する同様の解析の結果、乾燥条件において葉の成長速度の減少

と成長期間の延長による補償作用が植物一般に見られることを見出した。これらの

成果が派遣先研究機関に評価され、平成 28 年度は成長速度と成長期間へ影響を与え

る遺伝子発現や代謝産物を明らかにするために、共同研究が継続されている。  

 派遣者④（食品分野）：本派遣研究者は、大豆イソフラボンの 1 種であるゲニス

テインの摂取が、エストロゲン受容体を介して筋肉の萎縮を緩和することを報告し

ている。エストロゲン受容体の生理機能には CARM1 も関わっていることが明らかと

なっている。CARM1 はアルギニンメチルトランスフェラーゼの 1 種であり、タンパ

ク質のアルギニンを非対称にジメチル化する酵素である。CARM1 によるヒストン

H3 のメチル化はエストロゲン受容体による遺伝子発現を制御しており、CARM1 の

機能を明らかにすることがエストロゲン受容体の生理現象を理解するために重要で

ある Non-O-GlcNAC 化 CARM1 を用いて In-vitro methylation assay を行った結果、

non-O-GlcNAC 化 CARM1 によってメチル化されやすい基質、反対に O-GlcNAC 化

CARM1 によってメチル化されやすい基質をいくつか見出し、基質 A に関しては、非

O-GlcNAC 化された CARM1 によってメチル化されやすいことを明らかとした。また

基質 A はタンパク質 B と複合体を形成することが報告されていたため、CARM1 に

よる基質 A のメチル化にタンパク質 B との結合が必要か検討したところ、基質 A は

タンパク質 B と複合体を形成している時に non-O-GlcNAC 化 CARM1 によってメチル

化されやすいことが示された。 

 派遣者⑤（食品分野）：近年、多様な食物因子のエピジェネティック効果に関す

る報告が多く報じられていることから、エピジェネティック調節機構の解明は食品

因子の機能性の更なる理解における必須な研究であると考えられる。そこで、ヒス

トンメチル化酵素“Ａ ”に関して研究をおこなった。“Ａ”は、派遣先の研究室において、

精子形成に関与することが明らかにされていた。 “Ａ ”のノックアウトマウスを作出

し生後 3 週間から 2 週間にかけて組織学的に観察した結果、精巣の重量減少と共

に、精細管のサイズ及び精子細胞の減少が観察された。 “Ａ ”のノックアウトマウス

は生殖不能であり、“Ａ”が、精子の発達において必要不可欠であることが示された。

また、ヒストン脱メチル化酵素である“Ｂ”についても同様の解析を行い、“Ｂ”が分化

段階の精原細胞の転写調節に関わっていることを明らかにした。  
 このようにそれぞれ 5 名の派遣若手研究者は、派遣先において多くの研究成果を

挙げていることから、本プログラムにより、研究者として十分に育成されているこ

とが示された。よって、これらの分野において将来的に主要な研究者として活躍す

ることが見込まれる。  
 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価にお

いて、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

  
 東京大学では大学の国際化を推進しており、未来の社会を担うグローバルリーダ

ーの育成を目指している。また、申請者らが所属する農学生命科学研究科において

は、食料やエネルギーの供給問題や、食の安全や健康の増進、地球規模での環境劣

化や生物多様性の喪失などの世界が直面している食料や健康、エネルギーや環境を
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めぐる多様な課題に取り組む国際性豊かな若手研究者を育成することを目標として

いる。  
 本事業により、若手研究者が海外で研究を行うことで世界の研究者と密接に関わ

り、研究者のネットワークを世界に広げる機会を得ることが可能となった。派遣さ

れた若手研究者は、多くの経験を経て、グローバルでタフな研究者に成長している。

また、このような若手研究者を通じて、国内で学ぶ大学院学生にも多大な影響を与

え、次に続く研究者を育てることに繋がっている。本学では学部および大学院の学

生や若手研究者の留学を奨励しているが、本事業により派遣された研究者は、これ

らの学生や若手研究者にアドバイスを行っており、実際に若手研究者の派遣先に大

学院学生が短期留学して、博士課程での研究成果に結びついた例もあった。さらに、

派遣研究者が橋渡し役となり、派遣研究室と派遣先研究室のさらなる共同研究に発

展した例も多数挙げられる。このように本事業は、本学の農学や生命科学研究分野

における国際化への取り組みに大きく貢献するとともに、学部や大学院教育におい

ても国際化の道筋を築いた。  
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】 ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①：特任助教（25 年度）農学特定研究員（26、27 年度） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 環境ストレス下で植物の代謝フローに重要な役割を持つ代謝経路および代謝酵素遺伝

子を明らかにするため、Fernie 研究室で安定同位体等を用いた高感度分析法を習得しな

がら、シロイヌナズナを材料として炭素代謝の流れと植物の生長制御の関係を解析する。

得られた知見を学会発表後、論文発表などを通じ、世界に情報公開を行なう。  
（具体的な成果） 

 平成 25 年度に、高感度分析法に基づく環境ストレス下での炭素代謝の解析を開始し、

平成 26 年度は、環境ストレス下で植物の代謝フローに重要な役割を持つ代謝経路および

代謝酵素遺伝子を明らかにすることを目的に、派遣先研究室（Max Planck Institute of 
Molecular Plant Physiology、ドイツ）において、Fernie 博士の指導および助言のもと解析

をおこない、同時に解析技術の習得に取り組んだ。モデル植物シロイヌナズナについて、

乾燥ストレス時に重要な役割を果たすアブシシン酸（ABA）を介したシグナル伝達経路

に着目し、ABA シグナル伝達の中心制御因子である SnRK2 タンパク質リン酸化酵素の

機能欠損変異体（ srk2d/e/i 変異体）を用いて、メタボローム解析をおこなった。その結

果、 srk2d/e/i 変異体では、野生型植物と比較して、通常の生育条件下でフマル酸および

トレハロースの蓄積量が増加し、ラフィノースおよびガラクチノールの蓄積量が減少し

た。オリゴ糖であるラフィノースおよびガラクチノールは、植物の環境ストレス耐性獲

得に関与しており、SnRK2 タンパク質リン酸化酵素を介した ABA シグナル伝達経路が、

これらオリゴ糖の生合成に関与していることが示唆された。  
 平成 27 年度は、 srk2d/e/i 変異体における代謝産物の蓄積量の変化が ABA シグナル伝

達経路の欠損によるものであることを明らかにするため、ABA 生合成変異体である

aba2-1 変異体を用いてさらに解析を進めた。一次代謝産物についてメタボローム解析を

行なった結果、通常の生育条件で生育した srk2d/e/i 変異体は aba2-1 変異体と共通した代

謝プロファイルを持つことが示された。srk2d/e/i 変異体と aba2-1 変異体ではトレハロー

ス、myo-イノシトール、アスパラギン酸およびグルタミン酸の蓄積量が、野生型植物と

比較して増加していた。また、表現型解析により、通常生育条件の srk2d/e/i 変異体およ

び aba2-1 変異体は、野生型植物と比較してロゼッタ葉の枚数が増加することが示された。

以上の結果から、通常の生育条件において、ABA シグナル伝達経路がトレハロースなど

の代謝産物の蓄積量を制御し、植物体の葉の生長について負の制御因子として機能して

いることが示唆された。得られた成果を、第 57 回日本植物生理学会年会で発表した（資

料 4 ②―3）。また、国際学会および国内学会に参加し、研究発表ならびに情報収集を

行なった（資料 4 ②―11,14）。  
 さらに、派遣期間中、新規の共同研究としてシロイヌナズナおよびイネのメタボロー

ム解析を開始し、得られた成果を国内学会で発表し（資料 4 ②―4）、1 報の論文を投稿

した。シロイヌナズナの解析については、派遣先機関での博士後期課程の学生（東京大

学）の受入れを担当し、研究計画の策定および研究の実施について指導を行なった。  
 加えて、派遣先機関とその他の海外機関（フランス、中国）との共同研究に参画し、

トマトのメタボローム解析を行なった。得られた成果を含めた論文を投稿準備中である。 
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派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ドイツ・ゴルム、Max Planck Inst itute of 

Molecular Plant Physiology 、 Molecular  

Physiology、Alisdair Fernie 

 

38 日  

 

  365 日  

 

340 日  

    

743 日  

 

派遣者②：博士後期課程学生（25 年度）特任研究員（26 年度）農学特定研究員（27 年度） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 環境ストレスに応答して機能する代謝酵素遺伝子を同定するため、Van der Hoorn 研究

室で確立されている代謝物質を標識プローブとして用いるプロテオーム解析を行なう。

得られた知見を学会発表後、論文発表などを通じ、世界に情報公開を行なう。 

（具体的な成果）  

  環境ストレスに応答して機能する代謝酵素遺伝子を同定することを目標とし、派遣先

研究室（University of Oxford、イギリス）において、Van der Hoorn 博士の指導および助

言のもと、解析技術の習得および研究課題の遂行に努めた。タンパク質を構成するアミ

ノ酸の 1 つである cysteine は求核基を持ち、レドックス制御、アロステリック制御、金

属イオンなどのコファクターとの相互作用などに、シスにもトランスにも作用し、様々

な生体反応の調節に重要な役割を持つ。特に、hyper-reactive cysteine 残基は、cysteine 残
基の中でも反応性が高く、代謝酵素などの触媒ポケットに位置して酵素活性の調節など

に機能することが知られている。そこで本研究では、hyper-reactive cysteine 残基を有す

る代謝酵素を網羅的に同定することを目的とし、標識プローブには reactive cysteine を
標的としたプローブを  、植物材料にはモデル植物のシロイヌナズナ由来の培養細胞を用

い、ストレスを与えない場合と与えた場合とで標識されるプロテオームを比較解析した。

これに先立ち、Weerapana 博士（Boston College、アメリカ）から分与された、チオール

基との反応基を有する化合物に様々な骨格を組み合わせた構造をもつ、約 50 種類のプ

ローブライブラリーの中から、シロイヌナズナ培養細胞のタンパク質抽出液において、

標的タンパク質を効率良く標識できるプローブのスクリーニングを行った。まず、動物

細胞とタバコのアポプラストを実験材料としたプロトコールを参考に、最適化したシロ

イヌナズナ培養細胞抽出液の調整条件のもと、数種類のプローブを選定した。次に、そ

の有効性を評価するため、プローブにより標識したプロテオームから Pull-down 法によ

り標識されたタンパク質を精製し、LC-MS/MS 解析により同定した。さらに、標識され

たタンパク質の作用機序についてより詳細な情報を得るため、標識されたタンパク質に

おける標識アミノ酸残基を効率良く同定する方法の確立に努めた。本研究で得られた成

果に関して、COST CM 1004 Final Meeting（平成 27 年 9 月 13 日〜15 日 ; イスタンブール、

トルコ）においてポスター発表を行った。また、COST CM 1004 Spring Conference on 

Chemical Proteomics（平成 27 年 4 月 12 日〜14 日;オックスフォード、イギリス）及び 4th 

AGRI-net International Conference on Plant Chemical Biology（平成 27 年 5 月 15 日；ブラック

ネル、イギリス）に参加し、関連する研究分野の研究者との交流を深めると共に情報交換を

行った。また、Renier 博士と共著で、学術誌 Plant and Cell Physiology に招待レビュー（The 
increasing impact of activity-based protein profiling in plant science）を発表した。 

派遣先  派遣期間   
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（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  合計  

英国・オックスフォード、オックスフォー

ド 大 学 、 Department of Plant Sciences 、

Renier A. L. van der Hoorn 

 

9 日  

 

28 日  

     

261 日  

    

298 日  

ト ル コ ・ イ ス タ ン ブ ー ル 、 Point 

Hotel-Taksim 

0 日  0 日  3 日  3 日  

 

派遣者③：農学特定研究員（26、27 年度） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 Inzé 研究室に整備されているシステムズバイオロジー解析のプラットフォームを利用

し、長期的な乾燥などの環境ストレス下で生育させた植物について、遺伝子発現や代謝

産物を解析することによって環境ストレスに応答して機能する代謝経路および代謝酵素

遺伝子を明らかにする。まず、ポットにおける長期的な土壌乾燥ストレス下で生育させ

た植物について、遺伝子発現および代謝産物の変動を網羅的に解析することを目的に、

実験系の確立を行った。実験材料として、実用作物であるトウモロコシを使用した。ト

ウモロコシの葉はそのサイズが大きいために、組織ごとの現象を調べるためのモデルシ

ステムとして注目されている。自動給水自動測定システム (maize WIWAM：Weighing, 
Imaging & Watering Machine)を利用した植物の生育測定について予備実験を行い、最終的

な葉の長さ、生育速度、生育期間、細胞分裂領域、葉面積、乾燥重量を測定した。 

（具体的な成果） 

 植物は光エネルギーを葉から吸収し、炭素化合物へ変換されたエネルギーはバイオマ

スの増加に利用される。つまり、葉の生育に関する形質は最終的な作物の収量に影響を

与える。これまでの研究によって、葉のサイズは葉の成長速度 (Leaf elongation rate : LER)
と成長期間 (Leaf elongation duration : LED)で決まることが明らかになっている。派遣先研

究室の過去の成果として、水資源が十分に供給される生育環境においては、LER と LED
の 2 つの形質はお互いに相関がないことが、トウモロコシの遺伝資源を用いた研究によ

って示された。本研究では、マイルドな乾燥条件での LER と LED の変化が葉の生育へ

与える影響を調べた。派遣先機関における自動給水自動測定システムを用いた解析によ

って、トウモロコシの第 4 葉は、乾燥条件における LER は減少したが、LED は延長され

た。つまり、植物が乾燥条件において葉の大きさを維持するために、抑制された LER を、

LED を延ばすことで部分的に補償していることを明らかにした。一方、これまでに得ら

れているトウモロコシの遺伝資源を用いた葉の成長に関する同様の解析の結果、乾燥条

件において葉の LER の減少と LED の延長による補償作用が一般的に見られ、それぞれ

の形質に多様性があることを見出した。これらの成果が派遣先研究機関に評価され、平

成 28 年度は LER と LED へ影響を与える遺伝子発現や代謝産物を明らかにするために、

共同研究が継続された。  
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

ベルギー、VIB、Department of Plant Systems 

Biology、Dirk Inzé 

 

0 日  

 

64 日  

     

350 日  

    

414 日  
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派遣者④：農学特定研究員（26 年度） 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

Xu 博 士 の 研 究 室 で は エ ス ト ロ ゲ ン 受 容 体 と coactivator-associated arginine 
methyltransferase1（CARM1）を中心にこれまで数多くの研究成果を発表している。CARM1
はアルギニンメチルトランスフェラーゼの 1 種であり、タンパク質のアルギニンを非対

称にジメチル化する酵素である。CARM1 によるヒストン H3 のメチル化はエストロゲン

受容体による遺伝子発現を制御しており、CARM1 の機能を明らかにすることがエストロ

ゲン受容体の生理現象を理解するために重要であると考えられている。近年、Xu 博士の

研究室では、CARM1 が糖化の 1 種である O-GlcNAc 化されることを明らかとしており、

O-GlcNAc 化により CARM1 のタンパク質メチル化機能に変化が生じることを明らかとし

ている。O-GlcNAc 化 CARM1 の新規基質の同定を目的に、派遣先（ウィスコンシン大学

マディソン校）で、Xu 博士の指導の下、実験技術の習得および解析を行った。また派遣

者はこれまで大豆イソフラボンの 1 種であるゲニステインの摂取がエストロゲン受容体

を介して筋肉の萎縮を緩和することを報告している。エストロゲン受容体の生理機能に

は CARM1 も関わっていることが明らかとなっており、Xu 博士の研究室が保有している

CARM1 のノックアウトマウスを用いて CARM1 の筋萎縮への作用も検討する予定で、

CARM1 ノックアウトマウスの戻し交配を行った。  
（具体的な成果） 

O-GlcNAc 化 CARM1 に感受性を持つ基質を同定することを目的にまずスクリーニン

グアッセイの結果を解析し、約 70 種の因子に絞り込んだ。その内、数種のタンパク質に

ついては組み換えタンパク質を精製し、wild type CARM1（O-GlcNAc CARM1）または

mutant CARM1（non-O-GlcNAc CARM1）を in-vitro 条件化で反応させ、メチル化の変化

を調べた（ in-vitro methylation assay）。これらの解析により【基質 A】が非 O-GlcNAc
化 CARM1 により優先的にメチル化されることがわかった。また、非 O-GlcNAc 化 CARM1
による【基質 A】のメチル化には【タンパク質 B】と複合体を形成する必要があること

を明らかとした（未発表データ）。この成果はウィスコンシン大学で行われたセミナー

（McArdle Cancer Seminer; 2015 年 3 月 3 日）で発表を行い、他の研究者との交流を進め

た。また、CARM1 のノックアウトマウスについては、全身ノックアウトまた組織特異的

な CARM1 のノックアウトを目的とした CARM1 トランスジェニックマウスの戻し交配

を行ったが、戻し交配の段階で帰国したため、具体的に骨格筋の解析等は行えていない。 
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

米国・ウィスコンシン州、ウィスコンシン

大学マディソン校、McArdle Laboratory for 

Cancer Research、Wei Xu 

 

0 日  

 

303 日  

     

0 日  

    

303 日  
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派遣者⑤：博 士 後 期 課 程 学 生 （ 26、 27 年 度 ）  

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 最近、DNA のメチル化やヒストン修飾の変化などのエピジェネティックな調節は、世

代を超えて遺伝されるという transgenerational epigenetic inheritance 説が様々な報告によ

って明らかになっている。  
 また、近年、多様な食物因子のエピジェネティック効果に関する報告が多く報じられ

ていることから、エピジェネティック調節機構の解明は食品因子の機能性の更なる理解

における必須的な研究であると考えられる。  
 FMI(バーゼル大学 )の Gasser 教授が director を務める研究所の group leader である

Peters 教授の研究グループでは、生殖細胞発達の際のヒストン修飾調節などヌクレオソ

ーム調節メカニズムの解明が、受精後の全能性獲得及び transgenerational epigenetic 
inheritance を理解することにおいて重要な鍵であるという仮説を立て研究を進めてい

る。分子遺伝学と生化学的アプローチによって、エピジェネティック調節メカニズムの

解明を目指す先進的な研究と言える。その機能的意義を明らかにするとともに、食品成

分がその調節に与える影響について解明する研究を行う。  
（具体的な成果） 

 平成 26 年度は、ヒストンメチル化酵素である ‘A’の精子形成においての機能を明らか

にすることを目的として、Peters 教授のクループに所属し研究を進めた。クロマチンの

機能的構造において、ヒストンのメチル化はエピジェネティックな調節の一つであり、

メチル化される部位によって、転写抑制あるいは促進されやすい環境に決定される。

Peters 教授のクループで作成された雄の ‘A’ conditional knockout マウスを、  生後 3 週間

から 12 週間にかけて観察した結果、 ‘A’が破壊されたマウスにおいて精巣の重量減少と

共に精細管のサイズと精子細胞の減少が組織学的検査で確認され、精巣の発達に障害が

起こっていることが確認された。また、その雄マウスは生殖不能であり、‘A’は精子の発

達において重要な役割をすることが予測された。平成 27 年度は、ヒストン脱メチル化酵

素である ‘B’の精子形成においての機能を解明する研究に参加した。これはスイスの制約

会社 Novartis との共同研究である。Tamoxifen 誘導方法を用いて ‘B’をノックアウトさせ

た後、組織学的検査を行った結果、精巣の重量減少と共に精細管のサイズと精子細胞の

減少が確認され、精巣の発達に障害が起こっていることが確認された。また、精子細胞

の発達における、クロマチン構築に関わるさまざまなマーカー抗体用いた蛍光染色は、

分化段階の精原細胞および減数分裂段階の細胞において障害が引き起こされていること

を示した。Fluorescence activated cell sorting(FACS)方法を用いて 3 段階に分類した精原細

胞と初期減数分裂段階細胞において RNA-seq を行い、トランスクリプトーム解析を行っ

た結果からは、分化が行われている段階の精原細胞の転写調節に障害が引き起こされて

いることが ‘B’ノックアウトマウスから観察された。これらの結果については現在論文投

稿の準備中である。  
派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 25 年度  平成 26 年度  平成 27 年度  

スイス、バーゼル大学、Molecular Biology、

Susan M. Gasser 

 

0 日  

 

187 日  

     

342 日  

    

529 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

 本若手研究者派遣事業は 3 カ年計画とし、東京大学と VIB（ベルギー）、Max Planck 
Institute of Molecular Plant Physiology（ドイツ）、オックスフォード大学（イギリス）、

ウィスコンシン大学（アメリカ）、バーゼル大学・フリードリッヒ・ミッシャー研究

所（スイス）との連携協力によって実施された。平成 25 年度は、若手教員を Max Planck 
Institute of Molecular Plant Physiology に派遣し、環境ストレス下での炭素代謝の流れを

高感度メタボローム法により解析した。また、博士課程学生をオックスフォード大学

に派遣し、共同研究の準備を行なった。平成 26 年度は、植物分野では 3 名の若手研

究員をオックスフォード大学、Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology および

VIB に派遣し、環境ストレス下で蓄積する代謝産物の中間体を標識プローブとして用

いるプロテオーム解析、および環境ストレス下で蓄積する代謝産物についてメタボロ

ーム解析や環境ストレス下での成長制御に関するシステムズバイオロジー解析を行

なった。また、食品分野では若手教員 1 名をウィスコンシン大学に派遣し、エストロ

ゲン受容体を介したエピジェネティックな細胞制御機構の解明と機能性成分の検証

を行った。さらに、博士課程学生 1 名をバーゼル大学に派遣し、食品因子による生殖

細胞へのエピジェネティックな影響を解明した。平成 27 年度は、本事業の目的をよ

り効果的かつ効率的に達成するため、前年度まで派遣した若手研究員および学生の派

遣をそれぞれ延長させ、各研究課題をさらに推進した。 

 本事業では、最先端の高感度な分析法を取り入れるための、基礎的な理論および実

験技術を有する若手研究者を派遣し、さらに高度な技術を習得することで、これまで

の研究を進展、加速させることができた。また、いずれも優れた研究成果を挙げてい

る研究機関との共同研究であり、多くの研究成果が得られた。 

 

（２）成果の概要 

 本プログラムでは植物が産生する代謝産物の健康増進や老化防止などに関する生

理機能を解析する研究技術を有する研究者の育成を目指し、植物分野と食品分野の

それぞれ 3 名と 2 名の若手研究者を、世界をリードする研究機関に派遣した。  
 植物分野では 3 課題の研究が行われた。第 1 の課題では乾燥ストレス時に植物が

蓄積する健康増進に役立つ種々の代謝産物に関して共同研究を行った。これらの代

謝産物の蓄積は、乾燥ストレス時に合成が誘導される植物ホルモンである ABA によ

って制御されていることが示された。本研究では日本側で研究を行ってきた SnRK2
タンパク質キナーゼの多重変異体を用いて、派遣先の Max Planck Institute of Molecular 
Plant Physiology が有するメタボローム高感度分析法で解析することで、多くの研究

成果を得た。また、本研究を契機として日本側の大学院生が Max Planck Institute of 
Molecular Plant Physiology に滞在することで、重要な研究成果を得た。さらに、イネ

を材料とした新たな国際共同研究もスタートした。これらの共同研究から得られた

成果は、すでに国際的に著名な研究雑誌に投稿されている。このように、本プログ

ラム研究は数件の国際共同研究へと発展しており、その波及効果は大きい。  
 植物分野の第 2 の研究課題では、材料としてストレスを与えたシロイヌナズナ由

来の培養細胞を用いて、 reactive cysteine を標的としたプローブで標識されるプロテ

オームを比較解析した。チオール基との反応基を有する化合物に様々な骨格を組み
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合わせた構造をもつ数種類のプローブを選定し、これらのプローブで標識したプロ

テオームから Pull-down 法により標識されたタンパク質を精製し、LC-MS/MS 解析

により同定した。得られた成果に関して多くの国際学会等で研究発表を行った。今

後はこれらの成果を著名な研究雑誌に発表していく予定である。 

 植物分野の第 3 の研究課題では、植物の乾燥ストレス時の成長における代謝産物

の影響を解析するため、ストレスと成長の関係を詳細に調査した。派遣先機関にお

いて自動給水自動測定システムを用いた解析を行い、植物が乾燥条件において葉の

大きさを維持するために、抑制された成長速度を、成長期間を延ばすことで部分的

に補償していることを示した。派遣先機関が有する先端的な自動給水自動測定シス

テムを用いることで、独創的な研究に発展した。現在、派遣研究者は派遣先で雇用

され博士研究員として共同研究を継続している。  
 食品分野の 2 つの研究課題のうち、第 1 の研究ではエストロゲン受容体に関して

研究を行った。大豆イソフラボンの 1 種であるゲニステインの摂取は、エストロゲン受

容体を介して筋肉の萎縮を緩和する。エストロゲン受容体の生理機能には CARM1 も関

わっている。CARM1 はアルギニンメチルトランスフェラーゼの 1 種であり、タンパク

質のアルギニンを非対称にジメチル化する酵素である。Non-O-GlcNAC 化 CARM1 を用

いて In-vitro methylation assay を行い、CARM1 による基質のメチル化演機構を明ら

かにした。  
 食品分野の第 2 の課題では、エピジェネティック効果に関して研究を行った。多様

な食物因子のエピジェネティック効果が報じられていることから、エピジェネティック

調節機構の解明は食品因子の機能性の更なる理解における必須な研究であると考えら

れる。そこで、ヒストンメチル化酵素“Ａ”に関して研究をおこなった。  “Ａ”の

ノックアウトマウスを作出し生後 3 週間から 12 週間にかけて組織学的に観察した結

果、精細管のサイズ及び精子細胞の減少が観察された。“Ａ”のノックアウトマウ

スは生殖不能であり、“Ａ”が、精子の発達において必要不可欠であることが示さ

れた。本若手研究者は大学院博士課程の学生であり、現在派遣先の経費で共同研究

を継続している。  
 このようにそれぞれ 5 名の派遣若手研究者は、派遣先において多くの研究成果を

得た。また、彼らは海外で研究を行うことで世界の研究者と密接に関わり、研究者

のネットワークを世界に広げることができた。このように、海外に派遣されたこと

で多くの経験を経て、グローバルでタフな研究者に成長している。また、若手研究

者は、国内で学ぶ大学院学生にも多大な影響を与え、次に続く研究者を育てること

に繋がっている。さらに、派遣研究者が橋渡し役となり、派遣元研究室と派遣先研

究室のさらなる共同研究に発展した例も挙げられる。このように本事業は、本学の

農学や生命科学研究分野における国際化への取り組みに大きく貢献するとともに、

学部や大学院教育においても国際化の道筋を築いた。  

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

5 0 
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