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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年 ４月２０日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局 愛媛大学・大学院理工学研究科 

（ふりがな）          ほり  ひろゆき 

職・氏 名  教授・   堀 弘幸  
 

1. 事 業 名 相手国（フランス）との共同研究  振興会対応機関（ＣＮＲＳ） 

2. 研 究 課 題 名 好熱菌タンパク質合成系の RNA修飾ネットワークを介した環境変化への応答 

3. 全 採 用 期 間 

平成２６年 ４月 １日 ～ 平成２８年 ３月３１日 （ ２年 ０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 4,750,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,250,000円、 ３年度経費   0円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額 2,500,000円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

平田 章 

高井 和幸 

冨川 千恵 

山上 龍太 

 

河村 卓哉 

中嶋美沙（平成２７年度のみ） 

愛媛大学・大学院理工学研究科・講師 

愛媛大学・大学院理工学研究科・教授 

愛媛大学・大学院理工学研究科・助教 

愛媛大学・大学院理工学研究科・博士後期課程大学院生 

(平成２７年度は日本学術振興会・特別研究員ＰＤ) 

愛媛大学・大学院理工学研究科・博士後期課程大学院生 

愛媛大学・大学院理工学研究科・博士前期課程大学院生 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 CNRS（I2BC）・主任研究官（教授）・Yoshizawa Satoko   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Dominique Fourmy CNRS・教授 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

研究の目的 

 本申請は、平成２４～２５年度日本学術振興会・二国間共同研究（日仏）の研究成果をもとに、これをさ

らに発展・継続させようという計画である。高度好熱菌は、50～80℃という幅広い温度領域で生息し、培養

温度に伴って、その tRNA 修飾の種類や量を切り替えることを日本側研究代表者・堀は見出している。一方、

フランス側研究代表者・Yoshizawa は、リボソームなど巨大複合分子の一分子イメージングの専門家であり、

所属する CNRS では、装置の開発も行われている。本研究は、培養温度にともなって変化する高度好熱菌 tRNA

の修飾パターンが、タンパク質合成にいかなる影響を及ぼすかを解明することを第一目標とした。 

 

研究の実施状況と成果 

（平成２６年度） 

日本側は、フランスでの共同研究測定のサンプル・tRNA 修飾酵素遺伝子破壊株 9 系統(TruB, TrmH, TrmB, 

Dus, TrmFO, TrmI, TrmL, ThiI, TtuA)から単離した tRNAおよびタンパク質合成のモデル候補タンパク質遺伝子

を 4～9 月に準備した。この間、7 月にフランス側代表・Yoshizawa 博士および協力者の Fourmy 博士が来日さ

れたので、第１６回日本 RNA 学会（名古屋）の会場で合流し、サンプルの準備状況、測定方法について検討

した。次いで、8 月に冨川が先に渡仏し、共同研究の測定を開始した（この旅費・滞在費は、本共同研究の

予算範囲内に収まらなかったため、別途、用意した）。9 月 6 日に山上、風山がフランスで合流し、本格的な

共同測定を開始した。その結果、幾つかの遺伝子破壊株由来 tRNA について、野生株由来 tRNA とは異なる

挙動が見出された。冨川、山上、風山は、ギリシャで開催された 25th tRNA Conference で日本側代表者・堀

と合流し、測定結果について検討し、TrmFO および ThiI 破壊株由来 tRNA を中心に解析を進めることを合議

した。この国際学会後、冨川は再度、フランスへ戻り、共同研究を続けた。測定用サンプルの調製にあたっ

て、新しい tRNA の単離方法を考案したので、これを論文にまとめ投稿し、12 月に受理された（Kazayama et 

al. J. Biochem. 157, 411-418 (2015)）。なお、この研究費および論文の出版投稿費は、別予算から支出した。 

(平成２７年度) 

平成２６年度の合議に基づき、TrmFO 破壊株由来 tRNA の調製を進めたが、フランスへ持っていく前に

tRNA の融点を測定する必要が生じた。そこで、共和化工株式会社・環境生物学研究所の装置を借用すること

にし、7 月、堀、中嶋、山上は東京都町田市の同研究所へ出張した。なお、山上の出張旅費は別予算から出

動した。また、この際、大島所長からポリアミン合成系の遺伝子破壊株でも tRNA 修飾の異常があるのでは

ないかという提案があり、RNA 修飾酵素以外にポリアミン合成系遺伝子破壊株 tRNA も日仏共同研究の測定

対象としてみることにした。次いで、札幌で開催された第１７回日本 RNA 学会に合わせて、Yoshizawa 博士

が来日されたので、測定方法や測定対象について合議した。また、博士は愛媛大学にてセミナーを開催され

た。9 月、冨川が別予算でフランスに赴き、測定の準備を行なった。当初 11 月に本格的な測定を予定してい

たが、フランスで起こったテロのため、急きょ、出発を延期し、測定を 12 月と 3 月の二回に分けて実施しす

ることにした。12 月には、Yoshizawa 博士、Fourmy 博士が来日され、12 月の測定結果について検討し、セミ

ナーを開催した。TrmFO 破壊株由来 tRNA を用いた測定結果を含めた論文を投稿し、2016 年 4 月に受理され

た（Yamagami et al. Genes to Cells, 740-754 (2016)）。 

全期間を通して、論文として研究成果を公表できる課題が、本申請から直接もしくは間接的に派生してい

る。また、新たな研究課題も発見され、総じて実りの多い２年間であったと言える。さらに、別予算での出

張も加えると、日本側のフランス滞在日数は、130 日を越えており、活発な交流活動が展開されたと思う。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

山上龍太 

 

 

風山 愛 

 

 

堀 弘幸 

 

 

中嶋美沙 

冨川千恵 

冨川千恵 

 

H26.9.6-9.20 

H26.9.20-9.26 

 

H26.9.6-9.20 

H26.9.20-9.26 

 

H26.9.20-9.27 

 

 

H27.12.7-12.15 

H27.12.7-12.19 

H28.3.14-3.20 

 

GIF（CNRS・フランス） 

Kyllini 

(25th tRNA Conference・ギリシャ) 

GIF（CNRS・フランス） 

Kyllini 

(25th tRNA Conference・ギリシャ)

シャルルドゴール・フランス経由 

Kyllini 

(25th tRNA Conference・ギリシャ) 

GIF（CNRS・フランス） 

GIF（CNRS・フランス） 

GIF（CNRS・フランス） 

 

 

計  ６名（延べ人数） 計 81日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Satoko Yoshizawa 

Dominique Fourmy 

Satoko Yoshizawa 

 

Satoko Yoshizawa 

Dominique Fourmy 

 

 

H26.7.22-7.26 

H26.7.22-7.26 

H27.7.14-7.29 

 

H27.12.20-H28.1.2 

H27.12.20-H28.1.2 

第１６回日本 RNA学会・名古屋 

第１６回日本 RNA学会・名古屋 

第１７回日本 RNA学会・札幌 

愛媛大学・愛媛県松山市 

愛媛大学・愛媛県松山市 

愛媛大学・愛媛県松山市 

計  5名（延べ人数） 計 54日 


