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１．共同研究を通じて得られた成果  

 

評  価 

■ 想定以上の成果があった。  

□ 概ね成果があった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

・新しい知識又は概念の展開及び研究方法などの点において高度な学術的貢献があった

か。 

 

本研究は、ヒトテロメア配列の末端の構造の熱力学的なダイナミクスと安定性の解析

を、DNA フレーム技術、高速原子間力顕微鏡（高速 AFM）観察技術、光ピンセット測定

技術を駆使し、世界に先駆けて行ったもので、具体的には、DNA ナノ構造内に存在する

テロメア DNAフラグメントが形成するグアニン 4重鎖(以下 G-4重鎖)構造の直接観察と

結合リガンドの特性評価、及び G-4重鎖結合リガンドの結合強度と特異性の解析である。 

DNA ナノゲージ内部に構築したナノゲージと光ピンセット測定技術を用いて、G-4 重

鎖構造がほどける過程及び折りたたまれる過程の１分子解析技術の開発に成功した。そ

の過程で、高度な 1 分子解析を可能にする高速 AFM 測定技術も培った。 

また、ナノ空間において G-4 重鎖構造が最大２倍程度の安定化が起こることを明らか

にした。これは DNA ナノケージ内部に G-4 重鎖を取り込んだ構造体を構築することでナ

ノ空間内での生体分子の安定化に関する初の実験的観測の達成である。これらの成果

は、多くの新知識を与えるものであり、測定手法技術の開発の点において、高度な学術

的貢献があったと言える。 

また、G-4 重鎖構造を高い検出感度で検出するための化学プローブの開発にも成功し

ており、今後の発展が期待される。 

 



 

 

・共同研究の成果発表の状況は、質・量ともに十分か。 

 

共同研究の成果発表は３年間で２０報あり、そのうち共著による論文は４報である。

これらは先駆的な研究成果であったため、Nature Nanotechnology 誌、Nucleic Acids 

Research 誌、J. Am. Chem. Soc.誌、Andgew. Chem. Int. Ed.誌といったインパクトフ

ァクターの高い学術誌に掲載されており、質・量ともに十分といえる。共同研究論文の

発表がいくつか計画されているという記述もあることから、さらに拡充されていくこと

が期待される。 

 

 

・共同研究を通して、両国の研究者の知識や専門技術の相互移転が行われるなど、両国

の研究者が協力して共同研究を行ったことの意義が認められるか。 

 

共同研究は、代表者の研究室で開発した「DNA フレーム」を用いた１分子分析技術、

米国参加者の研究室が有する「光ピンセット」による単分子観測技術のほか、互いの研

究室が得意とする高速 AFM 観察技術、分子軌道シミュレーションへの計算手法等の高度

な専門技術や両国の研究者間での知識の活発な相互移転が行われており、両者が協力し

て共同研究を行ったことに大きな意義が認められる。 

 

 

・本事業の成果による社会的貢献はあったか。または今後見込まれるか（社会生活の質

の改善、現代的諸問題の克服と解決に資するなど）。 

 

また、DNA ナノケージを用いた生体分子の安定化に関する初の実験的観測は、既存の

測定装置や解析技術では観察出来なかった現象を実証するのもで、新しい概念を社会に

提示し、学問領域の発展に貢献するものである。また、テロメアに存在する G-4 重鎖構

造は、細胞老化やガンに深く関わっていることが示唆されている。本事業によって解明

された G-4 重鎖構造の構造安定性についての知見、および、本事業によって開発された

化学プローブを用いた基礎研究が進められていくことで、長期的に見れば、社会問題と

なっている高齢化やガン死割合の増加についての問題の解決に資すると考える。 

 

 

・若手研究者養成への貢献はあったか。 

 

本事業では、日本側からは若手教員 3 名と博士後期課程の学生 5 名が、米国側からは

博士課程の学生 4 名が参画した。日本側からは学生１名ずつを米国・シンガポールへ派

遣するとともに、米国からも 1 名の学生を受け入れている。本事業に携わった学生は学

位の取得のみならず、その後、海外にて博士研究員として活躍するもの、国内外の機関

で研究職に就いているものもあり、若手研究者養成への貢献が認められる。 

 

 



・当初予期していなかった活動成果があった、または今後見込まれるか。 

 

本事業で得られた成果から、申請者らが別のプロジェクトで進めている DNA 塩基配列

や高次構造に対する特異的結合性を有する機能分子の開発などについての基礎的知見

が得られており、今後さらなる研究の展開が期待される。 

また、本事業の遂行により、各研究者が有する最先端解析技術を活用することで、大

きな成果を生み出しており、さらなる異分野研究の融合による研究成果の継続的は発展

が見込まれる。  

 



２．事業の実施状況  

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・事業の課題達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」が効果的な組み合

わせで実施されたか。 

 

本事業ではテロメア配列内の高次構造の熱力学的分布の解析を目指して、本申請者ら

の開発した DNAフレーム技術と共同研究者である Mao研究室で開発された光ピンセット

の技術を組み合わせた１分子解析技術による方法論について検討し、高度な専門技術の

相互移転が行われた。本共同研究による研究成果について研究論文も多数発表され、国

際的に評価が高い学術誌にも報告しており、互いの研究室が得意とする知見を活かした

共同研究が円滑に進行し、うまく機能したことを示している。 

また、H27 年度は、日本側からの米国派遣がないようであるが、期間内に共同研究先

との博士課程の学生交流も行っており、共同研究、研究者交流が効果的な組み合わせで

実施されている。 

セミナーの実施については、特に記述はないため不明だが、もし開催されていないの

であれば、研究成果や国際交流を広く社会に発信するとともに、若手研究者の啓蒙とさ

らなる異分野融合の推進のため、積極的に計画・実施することが求められる。 

 

 

・日米両国参加者間の共同研究実施体制・協力体制等は適切であったか。 

研究組織として日本側から１０人、米国側から５人の参加で共同研究が実施されてい

る。それぞれの研究室が持つ特徴的な技術を生かし、無理のない体制で共同研究を行っ

ており、共同研究実施体制・協力体制等は適切に計画・実施されたと思われる。 

 

 

・共同研究の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

共同研究の実施にあたり、人件費及び研究実施に必要な消耗品費、外国旅費などの経

費に適切に執行されていたと読み取れる。 

 



３．今後の共同研究実施  

 

評  価 

■ 想定以上の成果が期待できる。 

□ 概ね成果が期待できる。 

□ ある程度成果が期待できる。 

□ 成果が期待できない。  

コメント 

・事業終了後も当該分野における世界的水準の継続的な研究交流活動の実施が期待 

できるか。 

 

本研究成果の一つの大きな成果は、これまで考えられていなかった DNA ナノスケール

内での G-4 重鎖構造の動的変化と安定性を初めて実験的に観測、実証し、熱力学的なダ

イナミクスと安定性を１分子レベルで明らかにすることができたことである。 

本事業の共同研究代表者の杉山教授は、DNA フレーム、DNA ナノケージ、脂質二分子

膜などを用いる高速原子間力顕微鏡（高速 AFM）による解析手法を開発し、DNA と相互

作用するタンパク質に関する解析研究を進めてきた。一方、米国側の共同研究参加者で

あるMao教授は、光ピンセット解析に専門的な高度な知識と成熟した技術を有していた。

このような異分野領域の研究者が有する互いの知見、独自の技術、解析手法の交換が推

進され、組み合わさることで、従来の解析技術ではわからなかった現象の解明につなが

った。さらに、新たな研究の芽が生まれている可能性も予想される。本事業の趣旨に合

致した共同研究体制が功を奏した非常に良い例であると言える。 

また若手同士の人材交流も図られており、本事業終了後にも、新しい技術を学ぶため

に学生を派遣することが計画されるなど、事業終了後も培われた知識や技術、および人

的なネットワークは今後も継続的に維持されていくことが期待される。 

さらに、ヒトテロメアに存在する 4 重鎖は細胞の老化やがんに深く関与し、多いに注

目されている。この構造体の詳細な構造・機能解明と理解は、生物学のみならず、医療

へも貢献するものである。本事業の成果は、平行して進めている DNA 塩基配列や高次構

造に特異的に結合する機能分子の開発や特定遺伝子群の発現制御技術開発研究にも役

立つ知見を与えており、その波及効果は大きい。シンガポールの Phan 教授との NMR を

用いた DNA 結合性リガンドも推進しているとの記述もあり、さらなる当該分野の発展が

見込まれる。 

事業終了後も当該分野における世界的水準の継続的な研究交流活動の実施が期待で

きるとともに、異分野領域の間から、お互いの最先端技術解析を活用することで、新た

な研究成果が生まれることが大いに期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 



４．総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

Ａ 当初設定された研究計画の達成度は想定以上であった。 

Ｂ 当初設定された研究計画は概ね達成された。 

Ｃ 当初設定された研究計画はある程度達成された。 

Ｄ 当初設定された研究計画はほとんど達成されなかった。 

コメント 

本事業において、本申請者の研究室で開発された DNA フレーム技術と、Mao 研究室の光

ピンセット技術を組み合わせた新しい高速原子間力顕微鏡（高速 AFM）による解析手法を

開発するなど、両研究室からの研究参加者の持つ技術を結集し、DNA ナノ構造内に存在す

るテロメア DNAフラグメントが形成する G-4重鎖構造の直接観察と結合リガンドの特性評

価が実施された。DNA ナノケージ内部に G-4 重鎖を取り込んだ構造体の構築する事でナノ

空間内での生体分子の安定化に関する初の実験的観測を達成するなど、従来の手法では解

析できなかった事象の証明に成功した。この結果のインパクトは非常に高い。 

さらに、共同研究先との光化学、DNA オリガミ解析技術に関連する成果など、本共同研

究の成果は、Nature Nanotechnology 誌をはじめとして、Nucleic Acids Research 誌、J. 

Am. Chem. Soc.誌、Andgew. Chem. Int. Ed.誌といったインパクトファクターの高い学術

誌に 4 報掲載されているのも特筆すべきであり、高度な学術的貢献があったと評価でき

る。 

また、これらの研究を進めるうえで、１分子測定における技術的な課題を解決する方法

として開発した脂質二分子膜を用いる高速 AFM 測定技術により生体分子の１分子解析技

術のさらなる進歩が期待される。 

G-4重鎖構造を高い検出感度で検出するための化学プローブの開発にも成功しているこ

とも特筆すべき成果で、加えて、長鎖テロメア１本鎖領域に対する四重鎖結合性リガンド

の AFMを用いた機能評価については共同研究の遂行に必要なビオチン標識化した 4重鎖結

合性リガンドを共同研究先に提供し、現在その解析を検討中であるなど、シンガポールの

Phan 教授との NMR を用いた DNA 結合性リガンドも推進しているとあるので、さらなる当

該分野の発展が見込まれる。 

当初設定されていた研究計画以外にも、ヒトテロメア２本鎖 DNA に対する結合性リガン

ドの開発、４本鎖結合性リガンドの開発と特異的結合機能評価に関する研究、さらに化学

修飾型 DNA を用いる光化学的機能評価に関する研究についても研究を展開し、いずれの項

目に関しても研究成果を着実に報告している。 

本研究事業の遂行により、両国の研究者間で互いの研究室が得意とする高速 AFM 観察技

術、分子軌道シミュレーションへの計算手法、光ピンセットによる単分子観測技術の高度

な専門技術の相互移転や、知識や技術の交換が行われ、世界に先駆けて G-4 重鎖構造の熱

力学的なダイナミクスと安定性を１分子レベルで明らかにすることができた。 

また、期間内に、2 名の博士後期課程の学生が両国間で交換派遣されたこと、事業に参

画した学生が学位を取得したこと、国内外の機関で研究職に就いていることなどから、若



手研究者養成への貢献があったことは明らかである。 

このような実りある共同研究成果が得られている場合は、新たな研究の芽が生まれてい

るに違いない。若手同士の人材交流も図られており、培われた知識や技術、および人的な

ネットワークは今後も継続的に維持されていくことが期待される。さらなる共同研究成果

が得られるというような記述も報告書のあちこちに見られることも頼もしい。 

このように研究者交流も効果的であり、日米両国参加者間の共同研究実施体制・協力体

制等は適切に計画・実施したと思われる。 

研究課題名にある“サブドメインの安定性”についてはどのようなことが明らかになっ

たのか報告書から読み解くことが難しかったが、本事業の世界最先端の成果は、事業に参

画する異分野領域の研究者が有する独自の技術を結集することで達成されており、事業趣

旨に合致した共同研究体制が功を奏した非常に良い例であると言える。 

事業終了後も当該分野における世界的水準の継続的な研究交流活動の実施が期待でき

るとともに、異分野領域の間から、お互いの最先端技術解析を活用する事で、新たな研究

成果が生まれることが大いに期待できる。 

さらにテロメアに存在する G-4 重鎖構造は、細胞老化やガンに深く関わっていることが

示唆されている。本事業によって解明された G-4 重鎖構造の構造安定性についての知見、

および、本事業を通して、平行して進めている DNA 塩基配列や高次構造に特異的に結合す

る機能分子の開発や特定遺伝子群の発現制御技術開発研究にも役立つ知見を与えており、

その波及効果は大きい。これらの知見や本事業によって開発された化学プローブを用いた

基礎研究が進められていくことで、長期的に見れば、社会問題となっている高齢化やガン

死割合の増加についての問題の解決に資すると考える。 

以上より、当初設定された研究計画を達成するのみではなく、さらなる新しい展開につ

いても達成されており、本事業においては当初設定された研究計画の達成度は想定以上で

あったと言える。 

 

 


