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バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 

１．件 名：健康安心プログラム 

       生体高分子立体構造情報解析 

２．根拠法 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 

 

３．背景及び目的・目標 

研究開発の目的 

 近年、ヒトゲノムを始めとして種々の生物種のゲノム配列解析は急速に発展を見せ、

これにより生物に様々な機能を賦与している遺伝子に関する膨大なデータが蓄積さ

れるに至っている。遺伝子は転写後、様々なタンパク質に翻訳されその機能を発揮し

ており、これまで蓄積された膨大なゲノム配列データを人間社会の発展、健康・福祉

に役立てるためには、遺伝子機能発現の本体であるタンパク質がどのような機構でそ

れを行っているか、またタンパク質同士、また他の生体高分子（核酸、脂質、多糖類

等）と相互作用し、その機能を発揮しているかを明らかにすることが必要である。こ

れらの機構の解明にはアミノ酸配列情報だけでは困難で、立体構造情報からのアプロ

ーチが不可欠である。これまでタンパク質等の立体構造情報を解析する手法として、

主にＸ線結晶解析法と核磁気共鳴法が用いられてきた。両手法とも水溶性で結晶が得

られやすい可溶性タンパク質の構造解析には有効であるが、GPCR（７回膜貫通型受容

体）等市販薬剤の３０％が関与し、生体での情報の受容伝達、生体防御、選択的透過

やエネルギー変換等、特に重要な役割を担っている非水溶性の膜タンパク質について

は、可溶化や結晶化が困難を極めるため、その適用が遅れている。また、膜タンパク

質の機能発現には、膜内外のタンパク質との相互作用が重要であるが、これについて

はタンパク質分子同士、また他の分子等がどの面でどの様に相互作用するのかという

詳細な解析手法の開発が遅れていたため、その情報を生かした創薬等の産業利用への

展開が拒まれてきた。さらに、膜タンパク質については、数少ない立体構造情報をも

とにして、変化に富む機能構造を予測するためには、精度の高いモデリング技術が不

可欠であり、巨大な分子、複合体であるため計算に多大な時間を要する等の問題を克

服しなければならない。 

 本研究開発では、膜タンパク質及び関連タンパク質の複合体について、膜タンパク

質の構造解析に有効な極低温電子顕微鏡解析、及びそのための工夫をこらしたＸ線結

晶解析法等を用いて原子レベルでの立体構造を明らかにし、その機能の分子機構解明

に踏み込むとともに、核磁気共鳴法等によって分子間相互作用を効率的かつ高精度に

解析する技術を開発する。さらに、これらの解析効率を向上させ、技術開発を加速す

るため高精度モデリング技術やシミュレーション技術の開発を行う。これらの技術開

発によってタンパク質等の生体高分子の構造情報を利用するための技術を確立する

とともに、ゲノムサイエンスの発展により重要分野となるバイオインフォマティクス

に係る共通基盤技術の形成を行い、これらの技術に係る実証として膜タンパク質やそ

の複合体等の構造解析を目的とする。これにより、「健康安心プログラム」の目標で

あるテーラーメイド医療の実現に即した画期的な新薬開発に資するとともに、その他

高感度バイオセンサー、高品質な食品等の開発が可能となり、新たなバイオテクノロ

ジー産業はもとより、農業や環境などの広範な分野での新規産業の創出に活用する。 

 

 

 



 

 

(2)研究開発の目標 

最終目標（平成 18 年度末） 

 膜タンパク質を主たるターゲットとして、解析すべき膜タンパク質等の試料取得手

法の確立及び電子顕微鏡、Ｘ線及びＮＭＲ（核磁気共鳴）装置を用いた構造解析、相

互作用解析技術を確立するとともに、高精度モデリング技術、シミュレーション技術

の開発を進め、高度情報技術を用いて精緻な構造情報の解析手法を確立する。  

 開発した解析技術等を用いて、受容体やチャネル等の膜タンパク質の構造解析を複

数個行う。また、膜タンパク質に係る複合体やヒト完全長 cDNA クローンから得られ

る有用タンパク質の構造解析を実施するとともに、膜タンパク質等にタンパク質、基

質、低分子化合物等が作用し機能を制御する機構を構造面から解明する。 

 

研究開発項目①「電子線及びＸ線等による膜タンパク質等の構造、分子機構解析技術の

開発及びデータの取得」 

（最終目標：平成 18 年度末） 

・ 膜タンパク質の２次元結晶、３次元結晶等の結晶化システムを開発する。 

・ 充分な量のタンパク質の発現・精製を行い、多くの結晶化条件の検討を可能にす

ることにより、膜タンパク質等の結晶化を行う。 

・ 上記２項目により開発した膜タンパク質の発現・精製・結晶化システムと極低温

電子顕微鏡システム、それにＸ線システムと改良を加えた結晶構造解析用プログ

ラム、単粒子解析用プログラム等を用いて、複数個の受容体、チャネル等の膜タ

ンパク質の構造を本研究期間中に解析し、これらの技術の有用性を実証する。 

 

 

研究開発項目②「核磁気共鳴法（ＮＭＲ）等によるタンパク質間、その他の分子との相

互作用解析技術の開発及び、データの取得」 

（最終目標：平成 18 年度末） 

・ 分子量 10 万以上の高分子量タンパク質複合体において、生体高分子とタンパク質

間の界面を 90％以上（ＮＭＲより同定された残基数／界面構成残基数）の精度で

同定する。 

・ ＮＭＲ解析に用いることが可能な膜タンパク質及び関連タンパク質溶液を調製す

る技術を開発する。 

・ 膜タンパク質複合体に対する高感度測定を可能にする多核種ＮＭＲ測定技術を開

発する。 

・ 膜タンパク質及び関連タンパク質の機能ドメインを可溶化し、安定同位体標識す

る技術を開発する。 

・ 固体ＮＭＲ法により膜タンパク質の部分構造、相互作用部位を決定する方法を開

発する。 

・ 上記 5 項目で研究開発された技術等を用いて複数個の受容体やチャネル等の膜タ

ンパク質および関連タンパク質に関して実際のデータの取得を行う。 

 

研究開発項目③「膜タンパク質関連分子複合体等の構造、分子機構及び生物機能解析技

術の開発及びデータの取得」 

（最終目標：平成 18 年度末） 

・ 種々の状態における光受容タンパク質の構造解析と、情報受容機構の解明。 

・ ロドプシン型ＧＰＣＲの単離、構造解析と、情報受容機構の解明。 

・ 神経情報伝達に関わる受容体とそれに相互作用するタンパク質の探索、単離。 

・ リガンド駆動型受容体から細胞内への情報伝達機構の構造的解明。 

・ 複合体形成によって機能発揮するタンパク質の構造、機能解析法の開発。 



・ ヒト完全長 cDNA から発現させたタンパク質等の高分子複合体の構造解析と機能解

明。 

 

研究開発項目④「データベースとシミュレーション計算を活用した構造情報解析技術の

開発」 

（最終目標：平成 18 年度末） 

・ 膜タンパク質等のモデリング技術の計算速度と精度をさらに高め、実験結果に合

致する結果が得られるシミュレーション技術とする。 

・ in silico スクリーニング技術の計算速度と精度をさらに高め、実証実験に合致

する結果が得られる薬物スクリーニング技術とする。 

注：in silico スクリーニング コンピュータ上で医薬品等の候補物質を選抜する

こと 

 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

平成 14 年度は産業技術総合研究所生物情報解析研究センター 京極 好正前センター長

をプロジェクトリーダーとし、平成 15 年度からは東京大学大学院薬学系研究科教 授嶋田 

一夫氏をプロジェクトリーダーとして以下の研究開発を実施している。 

 

研究開発項目①「電子線及びＸ線等による膜タンパク質等の構造、分子機構解析技術の

開発及びデータの取得」 

電子線の解析技術の開発では、AQP4 のより高分解能の構造解析や機能解析を目指して、

変異体を作製した。それらを昆虫細胞に発現し、凍結割断法を用いてその結晶性を検討し

た。その結果、2.4Å分解能の回折点が観察できる結晶が得られた。そのほかにも AQP3 の

結晶ができるようになった。G タンパク質共役型受容体に関しては、大量に試料調製し２

次元結晶化に適した界面活性剤を検討し、最適なものを決定した。Ca2+結合型の IP3 受容体

の立体構造解析を目指して、試料の調整と極低温電子顕微鏡を用いて単粒子解析用のデー

タ収集を行った。 

電子分光電子線回折計の開発は、ショットキー型電界放射電子銃も完成し、最終的調整

を行っている。これまで開発してきたソフトウェアの移行も一応の完成を見ており、ステ

ージ制御等の実験を行った。CCD カメラとの統合も含め、実用化のための改良を行ってい

る。脂質を利用した結晶化では、高等動物培養細胞発現系によるカルシウム ATPase を精製

し、結晶化を行い、回折実験を行った。また、結晶中の脂質二重膜の可視化のため、SPring-8

でデータ収集を行った。 

 ウシチトクロム酸化酵素の反応中間体に相当する３種の構造をそれぞれ 2.1Å分解能で、

Ｘ線による部分還元状態を 1.8Å分解能で決定し、酸素還元とプロトンポンプの仕組みの

理解を深めた。SPring-8 ビームライン BL44XU では、回折Ｘ線のパスをヘリウムガスで置

換できるようにして高分解能の回折強度データを高精度で収集できるようにした。鬱病治

療薬のリード化合物を見いだすために、ヒトのモノアミン酸化酵素 A と阻害剤複合体の構

造を決定した。 

電子顕微鏡による単粒子解析法の開発と IP3 受容体タンパク質への適用では、神経細胞

内の小胞膜に存在するイオンチャンネルであるIP3受容体にCaが結合した開構造を決定し、

その構造変化を分解能 11Å程度まで明らかにすることに成功し、現在論文を準備中である。

その他に人間における温度感受や酸化ストレス、浸透圧の検知、発生分化のセンサーであ

る TRP チャンネルの像と、痛みと味覚情報を神経で伝達する P2X2 リセプターの像を負染色

法を用いて、低分解能ではあるが、捉えることに世界で初めて成功し、両チャンネル共に

論文発表した。 

膜タンパク質結晶化法の開発とＸ線による構造解析では、膜タンパク質の合理的な結晶化

法の開発をめざして、沈殿曲線への膜タンパク質濃度の効果やいろいろな緩衝液における

タンパク質の安定性 を調べた。ガン細胞のアポトーシスを起こすヒト FAS リガンドタンパ

ク質の細胞外ドメインの結晶構造解析を目指して、Pichia 酵母による大量発現と精製法を



確立した。ガン細胞破壊タンパク質パラスポリンの中で、パラスポリン-4 のホモログであ

る非活性型の A1470B タンパク質と肝臓ガンに特異的なパラスポリン－２の構造を決定し

た。 

 

研究開発項目②「核磁気共鳴法（ＮＭＲ）等による膜関連タンパク質間、その他の分子

との相互作用解析技術の開発及び、データの取得」 

昨年度開発したファージディスプレーシステムの改変を進め、様々な発現条件検討を行

うことで NMR 測定に必要な発現量を得ることが可能となった。本システムを活用した標的

タンパク質結合状態におけるペプチド立体構造決定に有用な、新規交差相関緩和測定法の

開発を行った。また、創薬標的タンパク質とリガンドの相互作用解析については、チロシ

ンキナーゼ型受容体のリガンド結合最小ドメインの立体構造決定を完了するとともに、交

差飽和法を活用することにより、リガンドタンパク質との高分子量複合体における相互作

用部位の同定に成功した。 

固体ＮＭＲによる膜タンパク質の部分構造、相互作用解析技術の開発では、脂質膜結合

型マストパランＸが膜にどのように結合しているかを 、(31P, 2H)-1H 多重接触交差分極に

よる 1H 消磁化を用いた 31P, 2H 近傍固体高分解能 13C-NMR 法により解析している。この解析

をより精密なものとするために、動力学計算を用いる方法の開発に取り組んでいる。Ｇタ

ンパク質についても選択標識を用いて GPCR との相互作用部位の解析を行った。固体 H+-ATP

合成酵素サブユニットｃの帰属および構造解析はほぼ完成し、現在まとめを行っている。

スピン拡散スペクトルを定量的に解析する方法もほぼ完成した。 

 

研究開発項目③「膜タンパク質関連分子複合体等の構造、分子機構及び生物機能解析技

術の開発及びデータの取得」 

これまでに進めてきた光受容体ＧＰＣＲロドプシン及び中間状態の高分解能構造解析に

必要である良質な結晶の再構築を行うとともに、既に作成したモデルを用いての理論的な

解析・検証を進めた。培養細胞系を由来とする発現ＧＰＣＲについて、有効と考えられる

膜調製・可溶化・精製法の改善を継続して行った。 

情報伝達に関与する膜タンパク質（Stomatin ホモログ）の制御因子である新規膜プロ

テアーゼ等の単離精製と機能解析に成功した。また、それらの結晶化および NMR 構造解

析を試みた。さらに、遺伝子情報伝達に必須な主要レプリカーゼと考えられる新規 DNA

ポリメラーゼ D 複合体の機能構造解析に大きく貢献すると共に、遺伝子多型解析に有用

な Flap エンドヌクレアーゼの機能構造解明に成功した。 

構造解析用 PACAP 受容体および PACAP 誘導体試料の調製および複合体の NMR 解析では、

前年度確立した調製法によりPACAP受容体を培養細胞と蚕蛹を用いて発現し10mg精製した。

受容体認識抗体のクローニングを実施し 17 種の IgG を取得した。その中でエピトープの差

異や構造認識性を考慮して 9 種を選択した。これらを Fab 化し受容体との複合体をのべ

2000 条件結晶化スクリーニングを実施したところ、結晶に近い条件が複数得られた。これ

らの中にはリガンド刺激下の細胞内 cAMP 上昇を強く抑制する抗体が存在する。また受容体

に関連する三量体 G 蛋白質を G・2mg,G・・4mg 精製した。 

受容体タンパク質共発現系の構築と検討では、代謝型グルタミン酸受容体グループ II

の活性測定系を構築し、機能構造活性相関について調べた。タンパク質大量取得と結晶化

では、グループ I の代謝型グルタミン酸受容体結合タンパク質の同定とその確認実験を行

い、代謝型グルタミン酸受容体の他グループについても結合タンパク質を探索した。蛍光

タンパク質融合受容体の設計と製作、構造機能相関の研究では、本精製蛋白質を各種ビー

ズに結合し、グルタミン酸センサーとしての機能をリファインした。シナプチックタンパ

ク質の大量発現系構築では、Yotiao の機能部位探索を目的として、種々のフラグメントを

大腸菌で発現させる系を構築し、タンパク質を取得した後、NMDA レセプター細胞内領域と

の結合実験を実施した。シナプス構成タンパク質である Tamalin を構成する一つのドメイ

ンとともに結合モチーフを含むペプチドとの共結晶を得て、構造解析することを試みた。 

 



研究開発項目④「データベースとシミュレーション計算を活用した構造情報解析技術の

開発」 

統計物理学に基づいた構造探索エンジンのうち、Simulated Tempering 法の自動化を進

め、蛋白質―化合物複合体への応用の目処を立てた。また、我々の提案してきた構造探索

手法である Tsallis dynamics 法については、実用的な速度で計算できる手法の検討が進ん

だ。in silico スクリーニング手法では、多数の蛋白質－多数の化合物の相互作用行列を

作成し、その情報解析によって従来より数倍の精度で薬物探索のできる手法（Multiple 

Target Screening 法）と、同じく相互作用行列に基づき、標的蛋白質の立体構造が未知で

あっても適用可能な手法（Docking Score Index 法）を開発し、アステラス製薬での実証

研究を進めている GPCR・バソプレッシン 1b 受容体のスクリーニングに適用し有効性が認

められた。化合物の３次元データベース作成では１００万化合物を作成・データベース化

し、本格的な in silico スクリーニング手法の検証実験に備えることができた。 

 

実績額推移（百万円）： 

12 年度   13 年度   14 年度   15 年度   16 年度   17 年度 

一般会計          1,368    1,544    1,954   1,433    1,449    1,450 

 

特許出願件数（件）         

（含むソフト著作物）：     0      6     ７      ７     8       4 

論文発表数（報）  ：    1       15        20        64        45      65 

フォーラム等（件） :       21       64        73       138        72      89 

 

 

 

５．事業内容 

(1)１８年度事業内容 

 東京大学大学院薬学系研究科教授 嶋田 一夫氏をプロジェクトリーダーとし、以

下の研究開発を実施する。実施体制については、別紙を参照のこと。 

 

研究開発項目①「電子線及びＸ線等による膜タンパク質等の構造、分子機構解析技術

の開発及びデータの取得」 

電子線の解析技術の開発では、AQP4 のより高分解能の構造解析や機能解析を目指す。

AQP3 などの水チャネルの構造解析を目指して、結晶化とその結晶性向上を行う。Ｇタンパ

ク質共役型受容体であるエンドセリン受容体の２次元結晶化に最適の界面活性剤を決定し

たので、この結晶化を試みる。Ca2+結合型の IP3 受容体の立体構造解析を行い、Ca2+非結合

型の IP3 受容体の立体構造解析と比較して、この受容体の機能を解明する。電子線トモグ

ラフィーに適した極低温ステージの開発も目指す。 

電子分光電子線回折計は本年度前半に東大に設置し、本格的な実験を行う予定である。

CCD カメラとの統合や、像撮影との両立のためのソフトウェアの開発を継続する。脂質を

利用した結晶化に関しては、いよいよ、高等動物培養細胞発現系によるカルシウム ATPase

の変異体の結晶化に取り組む。最初は、抗マラリア薬との複合体の結晶化を試みる。また、

結晶中の脂質二重膜の可視化も、まずはカルシウム存在時の結晶に関して完成させたい。 

 膜タンパク質の大量発現系の構築と３次元結晶を得る技術の開発に関しては、SPring-8

ビームライン BL44XU の高度化を計って、約１００個の結晶から最良の結晶を自動的に選択

できるようにして、チトクロム酸化酵素の高分解能の回折強度データを収集する。1.6Å分

解能でカルボン酸等のプロトン化を判定する構造解析法を構築して、チトクロム酸化酵素

のプロトンポンプ機構を解明する。また、ギャップジャンクションの膜蛋白質であるコネ

キシンの構造解析を 3.5Å分解能で行う。 

電子顕微鏡による単粒子解析法の開発と IP3 受容体タンパク質への適用では、画像粒子

の拾い上げ等の単粒子解析プログラムをより良く開発・改良することによって、前年度に



低分解能でその像を捉えることに成功した温度感知・発生・痛み感知に重要な TRP チャン

ネル・P2X2 リセプター等の Ca イオンを透過するチャンネルの構造を決定し、その多様な

遺伝病の発症機構の解明や鎮痛薬の開発に貢献する。さらに平成１７年度に解明に成功し

た、神経可塑性に重要である IP3 受容体の開構造を論文としてまとめる。 

膜タンパク質結晶化法の開発とＸ線による構造解析では、膜タンパク質の合理的な結晶

化法の開発をめざして、結晶化溶液に添加する塩の効果に対する緩衝液の影響を調べ、塩

と緩衝液の合理的な組み合わせ方を検討する。ガン細胞のアポトーシスを起こすヒト FAS

リガンドタンパク質の細胞外ドメインの結晶化の阻害要因となる糖鎖の除去のための糖鎖

欠失型タンパク質の発現・精製法を確立する。ガン細胞破壊タンパク質パラスポリン-3 及

び 4 の結晶化を進めると共に、パラスポリン-1 と２についてリガンド候補化合物との複合

体結晶の作成と構造解析を試みる。 

（実施体制：JBIRC(JBIC)、産総研つくば第２事業所能神経情報研究部門、JBIC 京都

分室、京都大学大学院理学研究科（藤吉研究室）、JBIC 東大分室、JBIC 日立ハイテク

ノロジーズ（那珂）分室、東京大学分子細胞生物学研究所（豊島研究室）、JBIC 阪大

分室、大阪大学蛋白質研究所（月原研究室）SPring-8 分室、産総研つくば第６事業所

生物情報解析研究センター） 

 

研究開発項目②「核磁気共鳴法（ＮＭＲ）等による膜関連タンパク質間、その他の分子と

の相互作用解析技術の開発及び、データの取得」 

前年度までに開発した受容体リガンドコンタクト残基の同定およびファージディスプレ

ーシステムを活用した、受容体結合型ペプチドの高精度立体構造決定など受容体リガンド

相互作用解析法を確立するとともに、創薬標的タンパク質に適用し、取得ペプチドと標的

タンパク質の認識機構を明らかにしていく。また、創薬標的タンパク質とリガンドタンパ

ク質の複合体相互作用解析を複数の系について行い、結合部位情報の取得を完了する。 

 固体ＮＭＲによる膜タンパク質の部分構造、相互作用解析技術の開発では、脂質膜結合

型マストパランＸの膜中における脂質との相互作用構造の解析を完成させる。マストパラ

ンＸとＧタンパク質との相互作用解析を固体 NMR により行う。固体 H+-ATP 合成酵素サブユ

ニットｃの解析結果を踏まえて脂質膜に再構成したサブユニットｃの固体 NMR シグナルの

帰属および構造解析を行う。スピン拡散スペクトルを定量的に解析する方法を用いてクロ

ロゾームの構造解析を行う。本プロジェクトで開発した固体 NMR 法を発展させるために、

感度の向上、ナノ結晶の利用、結晶構造解析との補完、解析の効率化等に加速研究として

取り組む。 

（実施体制：JBIRC(JBIC、味の素、東レ、TRC)、JBIC TRC 分室、JBIC 東レ分室、東

京大学大学院薬学研究科（嶋田研究室）、大阪大学蛋白質研究所（阿久津研究室）） 

 

研究開発項目③「膜タンパク質関連分子複合体等の構造、分子機構及び生物機能解析技術

の開発及びデータの取得」 

ＧＰＣＲの活性状態を高分解能で解析するためには、その様々な構造状態が存在し

うる可能性を考慮し、いわゆるアロステリックな結合・制御を行う分子との複合体を

活用する重要性が高まっているため、ロドプシンをモデルとして新規結合因子の探索

及び複合体の結晶化・構造解析を目的とした研究を行うとともに、創薬標的ＧＰＣＲ等

の回折データ取得を試みる。 
情報伝達に関与する膜タンパク質（Stomatin ホモログ）の制御因子である新規膜プロテ

アーゼの X 線構造解析を進める。さらに、DNA 複製・修復系の主要構成要素である、DNA

ポリメラーゼ D 複合体等の分子構造を明らかにする。また、複製因子である Proliferating 

cell nuclear antigen (PCNA)や複製因子 C (RFC)を共存させることにより、DNA ポリメラ

ーゼ D 複合体の機能改良を図り、短時間で数 Mb の DNA 複製を可能とする新規 DNA ポリメラ

ーゼ D や Flap エンドヌクレアーゼ等の実用化を図る。 

構造解析用 PACAP 受容体および PACAP 誘導体試料の調製および複合体の NMR 解析では、 
PACAP 受容体精製を継続し、受容体や結合リガンドの立体構造の解析を実施する。受容体



内部の運動性を低下させる抗体の選択方法を考案し、結晶化抗体を選定し、受容体に結合

する抗体フラグメント Fab との複合体を複数作成する。これらの結晶化スクリーニングを

網羅的に行い、最適化により反射の認められる結晶を作成し、受容体立体構造情報を取得

する。さらに三量体 G 蛋白質共役や抗体結合の PACAP 受容体に結合するリガンド構造を NMR

により解明する。 

（実施体制：JBIRC(JBIC)、JBIRC (JBIC) 産総研つくば、慶応大学医学部（嶋田研究

室）、首都大学（甲斐荘研）JBIC 武田薬品工業分室、京都大学大学院工学研究科（白

川研究室）) 

 

研究開発項目④「データベースとシミュレーション計算を活用した構造情報解析技術の 

開発」 

我々の提案してきた構造探索手法である Tsallis dynamics 法の実用化を進め、蛋白質―

化合物複合体への応用を行なう。in silico スクリーニング手法では、５０種類の蛋白質

－１００万種類の化合物の相互作用行列を作成し、大量の情報処理を行なえる解析ツール

を開発し、アステラス製薬及び塩野義製薬の研究テーマでの実証研究を行なう。化合物の

３次元データベース作成では３００万化合物を作成・データベース化し、本格的な in 

silico スクリーニング用に供与できるようにする。蛋白質―蛋白質ドッキングソフトウェ

アの開発を行なう。 
（実施体制：JBIRC(JBIC、山之内製薬、日立製作所、富士通)、JBIC 山之内製薬分室、

JBIC 富士通分室、JBIC 塩野義製薬分室、大阪大学蛋白質研究所 附属プロテオミク

ス総合研究センター(中村研究室)） 

 

上記の研究開発項目の他、本プロジェクトに関連する技術動向・特許情報等の調査やプロ

ジェクト内外との迅速な情報交換等を行うために総合調査研究を実施し、本プロジェクト

の円滑で効率的な推進を図る。 

（実施体制：JBIC） 

 

 

(2)平成１８年度 事業規模 

   一般会計       1,150 百万円（継続） 

 

 

６．その他重要事項 

(1)運営・管理 

委託先において、プロジェクトリーダー、各研究開発項目に係わるチームリーダー、

関連研究分野の有識者等を委員とした研究開発委員会を必要に応じて適宜開催する。 

  

 (2)評価 

  Ｈ１９年度プロジェクト終了後、事後評価を実施する。  

 

（注）事業規模については、多少の変動があり得る。 

 
７．本年度のスケジュール 
  平成１９年２月  ・・・・・プロジェクト終了 
  平成１９年 3 月  ・・・・・確定検査 
  平成１９年 4～５月・・・・・成果報告書提出 
  平成１９年６～７月・・・・・事後評価実施 
 


