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制度名 産業科学技術研究開発制度 事業名 加速型生物機能構築技術 

（タイムマシンバイオ） 
事業の概要 生物進化機構の分子レベルにおける知見に基づいて、実験室内で人工的な変

異と選択の系を構築し（分子進化実験系の構築）、蛋白質等を対象に優れた生

物機能を創出するための基盤的な技術開発。 
1国の関与の必要性・制度へ
の適合性 

既に成果を上げている遺伝子工学技術および蛋白質工学技術に対し、本技術
開発は極めて革新的ではあるが、リスキーな面も持ち合わせており、また企
業サイドで実施するには予算的にも困難と考えられたため、NEDO及び産業
技術総合研究所のプロジェクトとして国主導の下に産官学が共同で取り組む
こととした。本事業は，新たな技術体系の構築によってバイオテクノロジー
産業分野の新たな発展に資する基礎的独創的な研究開発であり、産業科学技
術研究開発制度の主旨に適合している。 

2. 事業の背景・目的・位置
付け 

組換え DNA技術や遺伝子増幅技術である PCR法等のキー・テクノロジー開
発では米国に遅れをとったため、日本独自のバイオテクノロジー基幹技術の
開発を国家事業として行うこととし、大きな技術的インパクトをもつ進化分
子工学分野の技術開発を進めることとした。 

3. 事業の目標（全体目標） 生物進化機構の分子レベルにおける知見に基づいて、実験室内に人工的な変
異・選択のシステム（進化実験系）を構築し、蛋白質等を対象として優れた
生物機能を創出するバイオテクノロジーの新しい基幹技術の確立すること。

4. 事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H7fy-H10fy 
(第 1期 4年間)

H11fy H12fy H13fy 総 額 
(7年間) 

NEDO一般会計 22 52 221 32 327 
       特別会計（電多）      
       特別会計（石油） 1,293 440 345 184 2,262 
       特別会計(エネ高)      
NEDO総予算額（計） 1,315 492  566  216 2,589 
産業技術総合研究所予算額 144 52 37 32 265 

省内担当原課 生物化学産業課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

委託先 ㈱海洋バイオテクノロジー研究所、住友電気工業㈱、㈱三
菱化学生命科学研究所、日本たばこ産業㈱、ノバルティス
ファーマ㈱、バイオテクノロジー開発技術研究組合 

研究開発体制 
(実態に併せて記載) 

共同研究先・再

委託先 

工業技術院生命工学工業技術研究所（独立行政法人 産業技
術総合研究所）、東京薬科大学、埼玉大学、東北大学シェフ
ィールド大学、チューリッヒ大学、ローザンヌ大学 

5. 実用化、事業化の見通し 分子進化実験系の構築技術開発とそれを利用した生物機能創出のための基盤
技術開発は実用に供せるレベルに到達したものと考えている。今後、具体的
なテーマについてフィージビリティスタディが必要である。 

6. 今後の展開 海外からの技術収入があった。技術の実施が今後注目される。 

7. 中間・事後評価 中間評価：平成 10年 3月 
事後評価：平成 14年度 

8. 研究開発成果 
(本資料作成時までの累計) 

特許出願数３２、査読論文数１０６、新聞報道等発表数２８ 
 

9. 情勢変化への対応 基本計画の変更 第２期の開始にあたって基本計画を改めて設定した。 
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変更内容 第１期での成果に基づき、進化実験系を構築するための
要素技術及び進化実験系の解析・評価技術を確立すると
ともに、進化実験系のモデルシステムを開発する。 

 

評価履歴 中間評価（産業技術審議会 評価部会 加速型生物機能構
築技術評価委員会） 

10.今後の事業の方向性 分野別評価後に記入予定。 

作成日 平成１４年１０月３０日 
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「加速型生物機能構築技術（タイムマシンバイオ）」 
（事後評価） 

 
評価概要（案） 

 
Ⅰ．総論 
１．総合評価 
蛋白質の時代と言われる状況下、機能性蛋白質創製の次世代最先端技術である
新規かつ複数の進化分子工学手法を開発した成果と意義は大きく、国家プロジェ
クトとして推進した先見性は高く評価できる。実際に産業応用可能な蛋白質の創
製に繋がった結果も得られ、成果のライセンス・アウトの事例もある。 
プロジェクト終了後も一部の実施機関では、継続して研究への取り組みが行わ
れており、今後は幅広い企業にこの技術が導入され、普及することを望む。 

 
２．今後に対する提言 
本プロジェクトは困難な課題であるが、極めて重要な戦略的課題でもある。従
って、実用化の成果のみを性急に求めるのではなく、地道に継続的に進めるべき
である。本プロジェクトだけに終わらせることなく次に繋がるように、幅広い分
野の企業が、本プロジェクトで生まれた新しい基盤技術を積極的に活用すること
が望まれる。 
適応地形の理論などを考慮に入れた第２世代の進化分子工学技術は、他国では
あまり例を見ない我が国独自のものである。第１世代の技術分野では米国に先行
され、基盤技術の知的所有権を押さえられている現状では、この新しいタイプの
技術で是非とも挽回を図って欲しい。 
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Ⅱ．各論 
１．事業の目的、政策的位置付けについて 

産業界のニーズ、エネルギー問題、高齢化・健康問題、環境問題、食料
問題解決に向けた科学技術の役割に対する国民の期待を鑑みれば、本プロ
ジェクトは国家プロジェクトとして十分に必要性が認められる。 
立ち上げ時点では、極めて新しいタイプのバイオテクノロジーでかつバ
イオ産業に与える影響力は非常に大きなものであったにもかかわらず、こ
の分野に積極的な投資を行うベンチャー企業や大手企業が我が国には存在
しなかった。そのため、国が政策課題として取り上げ、ＮＥＤＯの事業と
して推進し、一般企業のリスクを軽減させることは極めて妥当な決断であ
った。 

    
２．研究開発マネジメントについて 
本プロジェクトは長期間に亘る国プロジェクトであり、新しい進化分子
工学手法を開発する目的で、緩やかで大きな目標を設定し、幅広く色々な
可能性を追究できるようなチームが編成され、中間見直しや目標設定のレ
ビューも適切に行われていた。従って、目標、計画、体制、運営について
は概ね妥当であったと評価できる。 
ただし、研究グループ間での連携は、基盤技術開発においては発揮され
たが、実用化研究においては努力すべき点もあり、外部も含めた連携を強
めることによって、より優れた研究成果を生み出す可能性はなかったか、
自己評価する必要もあったと考える。 

    
３．研究開発成果について 
新しい進化分子工学を用いた基盤技術の開発という意味では、世界に誇
れる新発明を複数個生み出している。また、それらに関する基本特許も申
請され、学会などを通じてインパクトの高い論文も複数発表され、広報活
動も適切に行われている。個々の研究成果の中には、世界的水準を抜きん
出たものも認められ、ライセンシング契約などの段階に進んでいるものも
あり、成果が普及され、社会に還元されつつある。従って、目標の達成度
及び成果については概ね良好であったと判断する。ただし、特許の取得に
はさらなる努力が必要と思われる。 
さらに、本プロジェクトで開発された新規技術と従来技術との組み合わ
せを多用することによって、全く新しい機能を持つ蛋白質がより多く創製
されることを期待する。 
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４．実用化・事業化の見通しについて 

実施例として、産業上有用な酵素を材料とした機能向上実験が行われて
おり、成果の普及を促す結果を得ている。また、ゲノム研究、プロテオー
ム研究へ転用できる技術が複数あり、他分野への波及効果が大きいと思わ
れる。総じて民間企業の実施機関においては、実用化の目処が立っている
研究成果がいくつか認められ、この種の研究としては概ね良好と判断した
い。 
今後、開発した基盤技術のさらなる実用化のためには、外部企業との連
携をなお一層積極的に推進し、より厳しい立場での事業化の検討が必要と
思われる。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的、政策的位置付け

平均値

 
 
 
 
 

（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 
 
 
 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的、政策的位置付けについて 2.5 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｃ 

２．研究開発マネジメントについて 2.2 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 

３．研究開発成果について 2.2 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

４．実用化･事業化の見通しについて 1.7 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ 

５．評点結果 


