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０．概０．概０．概０．概    要要要要    
作成日 H15.03.24 

制度・プログラム名 産業技術開発制度 
事業（プロジェクト名） ゲノムインフォマティクス技

術開発 
PJコード T98015（一般会計） 

T98016（高度化） 
T98017（石油） 

事業担当推進部室・担当者 新エネルギー・産業技術総合開発機構 バイオテクノロジー開発室  
主査 遠藤 孝 

事業の概要 本研究開発では、ゲノム DNA 塩基配列情報を有効に利用するために、
コンピュータソフトウェアの開発、遺伝子転写制御に係わる解析手法の確
立、ゲノム DNA関連計測機器の開発等を行なうことを狙いとする。 
 

１．事業の目的・政策的位置
付けについて 

【NEDOが関与する意義】 

 既に、数種の生物の全ゲノム塩基の配列の解析が終了しており、ヒトの
全塩基配列もほぼ明らかになり、今後、病気などの原因遺伝子の特定や目
的遺伝子の取得が容易になり、遺伝子の機能解析および利用が飛躍的に発
展すると予想される。このため遺伝子の機能解析のための新しい技術開発
を行うことは、緊急性・重要性が極めて高い。市場の発展も十分でなく、
技術の発展動向等に不確実性も高い分野のため、民間企業が、単独で行う
には、リスクが大きすぎ、国の事業としてふさわしい。 
 

【実施の効果（費用対効果）】 
 
 
 
 
 

将来、遺伝子の機能解析手法とそれに関連する解析機器が開発されれば、
新規ゲノム関連機器産業を創出する上で重要な役割を果たすことが期待さ
れる。さらに、これら新規技術によって明らかになるゲノム情報を利用す
る産業は、化学工業、農業、環境技術等ばかりでなく、DNA医薬・遺伝子
診断、バイオ素材、アグリバイオ等の広範囲に及ぶと予想される。 

 
【事業の背景・目的・位置付
け】 

現在、ヒトをはじめ、各種生物のゲノム DNA 塩基配列解析プロジェク
トによって、膨大なゲノム塩基配列情報が蓄積しつつある。 
 遺伝子情報を起点とするバイオテクノロジーは、21世紀の医療福祉、化
学工業、農林水産業、情報産業等の生命科学産業の競争力に重大なインパ
クトを与えるものであり、省資源・省エネルギーおよび環境保全を考慮し
た新しい産業創出の可能性を有している。平成 8年 12月に閣議決定された
「経済構造の変革と創造のためのプログラム」においては、新規成長 15
分野の 1 つであるバイオテクノロジー関連分野中で、直ちに実現に着手す
べき施策として、ヒトゲノム、イネゲノム等のゲノム解析研究の推進、研
究支援機器、計測手法等に関する研究開発の推進が挙げられている。 

 
２．研究開発マネジメントに
ついて 
【事業の目標】 

以下、４つの項目について研究開発を行う。 
①①①①    ゲノム比較解析技術ゲノム比較解析技術ゲノム比較解析技術ゲノム比較解析技術；ゲノム上の広範囲の領域を対象として、長鎖
DNAにおける変異・差異部位の検出、あるいは正常体と突然変異体との比
較解析において、一塩基の違いを検出できる高感度検出技術ならびに数分
での解析を可能にする高速度解析技術を確立する。 
②②②②    遺伝子配列情報のモデル化技術遺伝子配列情報のモデル化技術遺伝子配列情報のモデル化技術遺伝子配列情報のモデル化技術；マイクロチップから得られるデータ
を解析し、遺伝子ネットワークを類推する技術、収得したゲノムデータを
様々な指標により分類・検索することが可能なワークベンチシステム及び
薬物応答に係る遺伝子発現をシミュレーションする技術を開発する。 
③③③③    遺伝子発現頻度情報解析技術遺伝子発現頻度情報解析技術遺伝子発現頻度情報解析技術遺伝子発現頻度情報解析技術；生体細胞の機能発現に関わる mRNA
の発現量を、高速、高感度、高分解能で検出・評価できる機器の要素技術
を確立する。具体的には、数㎕の超微量サンプルで、組織特異的な遺伝子
発現プロフィールを検出する手法、自動化装置および試薬を開発する。 
④④④④    転写制御情報解析技術転写制御情報解析技術転写制御情報解析技術転写制御情報解析技術；遺伝子における転写制御メカニズムを解明す
るため、一連の転写制御タンパク質を一括して取得・解析できる技術、お
よび転写制御領域を特定・解析できる技術を確立する。 
 



 
 

主な実施事項 H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 
ゲノム比較解析技術 

遺伝子配列情報のモデ
ル化技術
遺伝子発現頻度情報解
析技術
転写制

総合調

【事業の計画内容】 

成果と

（単

一般会
 

特会（
 

特会（
 

【開発予算】 

総予算
 
経済
運営
プロ

委託

【開発体制】 

共同

【情勢変化への対応】  基
向及
研究
おけ
い弾
 戦
研究

【今後の事業の方向性】 中間
1.イ
2.研
と実

3.多
4.研
する
御情報解析技術
査研究 

りまとめ 

位：百万円） H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 総額 
(当初) 計 
(実績) 510 163 113 109 101 996
(当初)  石特）
(実績) 741 777 773 764 535 3,591
(当初)  ｴﾈ高）
(実績) 508 504 435 392 213 2,053

額
1,445 1,321 1,265 849 6,639

相
機
ジ

先
研

本
び
開
る
力
略
テ
評
ン
究
用
く
究
た

(当初)   
(実績) 1,759
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担当原課 経済産業省基礎産業局生物化学産業課 
関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
ェクトリーダー プロジェクトリーダーは設置せず 

戦略技術委員会により推進  
委員長 かずさ DNA研究所 大石道夫所長 
他委員 7名で構成 

 バイオテクノロジー開発技術研究組合 
究先・再委託先 共同研究先；東京大学（医科学研究所、国際･産

学共同研究センター、医学系研究科）、かずさDNA
研究所、理化学研究所、九州大学（理学研究院、
農学研究院、薬学研究院）、国立岡崎研究機構（生
理学研究所）、東北大学（加齢医学研究所）、北海
道大学（医学研究科）、産業技術総合研究所、近
畿大学（医学部）、金沢大学（がん研究所）、東邦
大学（理学部）、山口大学（医学部）、早稲田大学
（理工学部）、桐蔭横浜大学（工学部） 
再委託先；東京大学大学院、東京理科大学（基礎
工学部）、ロンドン大学 

計画は、研究開発内容の妥当性を確保するため、内外の研究開発動
研究開発費の確保状況等をタイムリーかつ総合的に勘案しつつ、本
発の実施方式（範囲型）の特性をも考慮に入れて戦略技術委員会に
助言等を参考に適宜達成目標をはじめ、計画の内容の見直し等を行
的に研究開発を進めた。 
技術委員会の指導の下、技術開発のメドがついたと思われる２つの
ーマを、H12年度、H13年度をもって終了した。 
価「今後に対する提言」要約 
フォマティクスへのウエイトを高め実用化を目指す。 
計画の見直し等を行い、最先端の事業を展開、世界で初めての成果
化を達成する。 
の異種技術の集結が必要である。 
体制は、より競争的な環境を整備、プロジェクト全体の目標を達成
めの戦略の確立と責任体制の明確化が必要である。 
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5.国内の新しい技法や分子などの発見を生かし、技術開発を進める。 
6.国は、省庁の垣根を越えて、わが国のゲノム研究をどうするかという方
向付けが大切である。 

３．研究開発成果 
 

①ゲノム比較解析技術①ゲノム比較解析技術①ゲノム比較解析技術①ゲノム比較解析技術；  
i) キャピラリー方式高速・高スループットフラグメント解析装置の開発 
● ゲノム比較解析手法の開発（プライマー設計）、高速・高スループットフラ
グメント解析装置の開発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii) 高速多型検出システムの開発 
● 高速多型検出システム； 

サンプル作成装置、 
高速フラグメントアナライザ（平板型）（マイクロ型）、 
ONEデバイス化（マイクロプラント化）（DNA診断装置） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii) 三本鎖形成による長鎖 DNA 解析及び配列
比較技術の研究開発 
● 新規クローニング技術開発； 

新規長鎖 cDNAライブラリーの構築 
選択的除去操作技術 
類縁クローン取得技術 
類縁クローン取得の自動化要素技術 

● 末端三本鎖法による変異検出技術 
● 高速かつ簡便な変異検出要素技術、装置 
● RecA-PCR技術 

 
iv) ゲノムサブトラクション法を用いたゲノムDN
応用 
● IGCR法プロトコールの改良による IGCR法

IGCR法の高速化とその蛍光モニター装置
IGCR装置－温度制御付き電気泳動装置 

● IGCR法による疾患関連遺伝子の同定 

 
 
v) ゲノム比較解析技術の研究開発 
● 遺伝子機能推定システム GenePickの開発 

    

 

 

 

A変異の高速解析技術の確立と

自動化； 
 

 



 
②遺伝子配列情報のモデル化技術②遺伝子配列情報のモデル化技術②遺伝子配列情報のモデル化技術②遺伝子配列情報のモデル化技術； 
i) 遺伝子群機能発現変動を理論予測するシミュレーション技術の研究開発 
● 概日リズムにおける時計遺伝子発現振動シミュレーション基礎モデル開発
● 包括的遺伝子発現解析による概日リズムの転写制御ネットワーク予測と検
証 

● 短半減期発光レポーターベクター及び時計関連遺伝子プロモーターレポー
ター系の構築とそれを用いた概日発現振動の検証 

● 時計遺伝子のプロモーター解析とその応用 

ii) 遺伝子制御ネットワーク構築を支援するワークベンチシステムの開発 
● 再編成データベースによる配列情報からの転写因子予測手法 
● 遺伝子制御ネットワーク構築支援ワークベンチシステムの研究開発 
● 発現プロファイルデータ収集実験支援システム開発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
iii) 遺伝子の
● 発現制
● 比較ゲ
● 発現マ
● 発現制
● 発現制

iv) 遺伝子配
● 真核生
● ヒト GP
 

⑧⑧⑧⑧ 予測された概日振動配列の機能検証予測された概日振動配列の機能検証予測された概日振動配列の機能検証予測された概日振動配列の機能検証

Nature Vol. 418, No. 6897, pp. 534-539, 2002 

 

 

発現プロファイル発現プロファイル発現プロファイル発現プロファイル

ProfileDB

データ登録データ登録データ登録データ登録

統計統計統計統計
ﾃﾞｰﾃﾞｰﾀﾃﾞｰﾃﾞｰﾀ
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発現制御ネットワークの解析 
御マップに関する既存データの整備 
ノム解析データの収集・整備 
ップデータの収集・整備 
御ネットワークの解明 
御シミュレータの開発 

列情報のモデル化技術 
物の遺伝子領域を予測するシステム GeneDecorderを開発 

CR遺伝子網羅的発見、麹菌ゲノムからの遺伝子発見に応用 

データデータデータデータ

ネットワーク推定ネットワーク推定ネットワーク推定ネットワーク推定
モジュールモジュールモジュールモジュール

ﾈｯﾄﾜｰｸのﾈｯﾄﾜｰｸのﾈｯﾄﾜｰｸのﾈｯﾄﾜｰｸの
可視化可視化可視化可視化

NetworkDB

データセレクションデータセレクションデータセレクションデータセレクション

次実験への指針次実験への指針次実験への指針次実験への指針

InternetInternet

ｱﾉﾃｰｼｮﾝｱﾉﾃｰｼｮﾝｱﾉﾃｰｼｮﾝｱﾉﾃｰｼｮﾝ

ｱﾉﾃｰｼｮﾝ情報ｱﾉﾃｰｼｮﾝ情報ｱﾉﾃｰｼｮﾝ情報ｱﾉﾃｰｼｮﾝ情報

Relations推定結果の保存・読出推定結果の保存・読出推定結果の保存・読出推定結果の保存・読出

処理による処理による処理による処理による
ﾀｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾀｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ネットワークの検証ネットワークの検証ネットワークの検証ネットワークの検証



 
③遺伝子発現頻度情報解析技術③遺伝子発現頻度情報解析技術③遺伝子発現頻度情報解析技術③遺伝子発現頻度情報解析技術； 
i) 長鎖 DNAプローブ配列素子によるmRNA分布解析システム    
● 高密度 DNAキャピラリアレイモジュールの開発*1 
● DNAプローブ設計アルゴリズムの開発 
● 高速 DNAプローブ固相化装置の開発 
● 高速液体処理装置の開発*2 
● 高感度mRNA分布解析装置の開発*3 
● mRNA発現頻度解析技術の開発 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ii) DNAディスクの開発とそれを用いた遺伝子発現様式ネットワークの解析技術 
● 装置の試作、評価 

    
iii) 遺伝子発現頻度情報解析技術 
● APCR(arbitrary primer-based PCR)-アレイ法、3’-pool法、CpG法の開発 
● 高特異的、高感度 TPCR(targeted primer-based PCR) 法の開発 
● 上記方法による遺伝子機能の推定 

    
④転写制御情報解析技術④転写制御情報解析技術④転写制御情報解析技術④転写制御情報解析技術； 
i) 包括的転写制御因子群一括取得技術の開発    
● プロテインプローブ技術の開発*1 
● 転写因子高精度自動解析システムの開発 
● 転写因子相互作用評価技術の開発 

 
 

i

i

*1*1*1*1  

 

    

  *3*3*3*3    

*2*2*2*2  

FlagFlagFlagFlag

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) 階層的転写制御情報の高速探索・解析技術の研究開発 
● 解析試料調製技術、解析試料蛍光標識技術 
● 微量溶液蛍光現象検出技術、装置*1 
● マイクロビーズ選別回収技術、機器装置*2 

 

特長：小さい特長：小さい特長：小さい特長：小さい((((MW 1600)MW 1600)MW 1600)MW 1600)
　　　　＝　　　　＝　　　　＝　　　　＝立体障害小立体障害小立体障害小立体障害小

高純度高純度高純度高純度

HisHisHisHis

SB1

 

*1*1*1*1  *2*2*2*2    
ii
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) 転写制御情報解析技術
● 転写制御領域の高速
● ファージディスプレ
 

試料

細ガラス管細ガラス管細ガラス管細ガラス管
外径1 mm

試料

細ガラス管細ガラス管細ガラス管細ガラス管
外径1 mm
細ガラス管細ガラス管細ガラス管細ガラス管
外径1 mm

 

*1*1*1*1
の研
解析技
イによ
*2*2*2*2
究開発 
術（網羅的ゲルシフトスッキャンニング）の開発
る転写制御因子の高速探索技術の研究 
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（特許・論文等について件数
を記載） 

特許 112件（内 8件海外出願） 
論文 129件（国内 30件、海外 99件（内 Nature 1件）） 
新聞発表 57件 
口頭発表 399件 

４．実用化、事業化の見通し 本事業においては基本的な原理・手法の開発を行ない、それらの基盤技
術を応用して製品化・産業化に向けて研究開発を推進した。 
● 解析機器、解析システム； 
ラボオンチップ型電気泳動装置* 
ゲノム情報解析システム（WebGen-Search、-Net）*、（Voyagene）*
微量サンプル蛍光測定装置 

● 研究試薬 
RecA-PCR 
PCRプライマー 

● ベンチャー設立、技術提携 
ザナジェン（微生物遺伝子解析）* 
ノバスジーン（SNPs解析、ヒト遺伝子解析）* 
GNI（ゲノム情報解析、処理）との技術提携* 

● 解析受託事業 
発現解析、遺伝子診断（キャピラリアレイ） 
均一化 cDNAライブラリー作成 
プロテオーム解析 

● 創薬支援 
IGCR装置による疾患解析；ガン抑制遺伝子探索 
システムバイオロジーによる創薬；時計遺伝子の制御 
プロテオミックスによる創薬；蛋白質間相互作用の阻害 

（*は事業化済み） 
実施時期 12年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 15年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 

評価予定 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「ゲノムインフォマティクス技術開発」（事後評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、5 年前のスタート地点ではゲノム関係のパイオニア的位置
付けにあり、今後の重要な産業創出分野であるポストゲノム科学分野での産業基
盤を構築するために必要であった。欧米への遅れに対する反省も十分に反映され
ており、将来の方向を模索しながらの基礎研究の推進が、国の施策で行われた意
義は大きかった。 
世界的にレベルの高い研究開発も多数見られ、特許・論文もかなりの数が出て
おり、海外の競合技術に対して差別化できる可能性もある。ユーザーの要望する
目標に近づく解析手法・機器も出来た結果、本事業に参加した企業の多くは、要
素技術の開発とその実用化・製品化を推し進めており、一定の成果が得られたと
言える。 
しかしながら、本プロジェクトは「範囲型」の体制を取り、当時の本分野の状
況から適切な選択であったが、一方では細かいプロジェクトの寄せ集めの感は否
めない。個々の要素的な技術開発は十分評価出来るものの、実施者の間で成果の
レベルに差が見られた。プロジェクトの進展に従って、適切なプロジェクトリー
ダーを立てるなどして全体の方向づけを行った方が、全体的なレベルアップや、
関連分野にインパクトを与える成果が得られた可能性が高いと思われる。 
また、特定の企業のための研究開発にならないよう、今後、広い範囲での成果
の共有や関連分野に対する貢献を行うとともに、積極的に国民に説明することを
求めたい。 

 
２）今後への提言 
本プロジェクトは、当初の目標に向けて着実な成果を挙げているものの、これか
ら現実の応用に適用し、発展させなければならない要素技術も多数存在する。今後
も実用化に向けての努力を継続する必要があるので、実用化へのタイムスパンを含
めて必要性と重要性とを検討し、公的資金を投入して開発すべき研究と、民間に委
ねる研究とに整理する必要がある。 
短期間で実現が難しい研究開発は、大学やベンチャー企業を利用しつつ、システ
ムバイオロジーなどの時期プロジェクトに統合していくことが望ましい。 
実用化に近い、あるいは一部実用化した解析手法・機器は、ユーザーの要望など
を汲み取り、更なる改良を重ねていき、民間の資金による研究開発・実用化を推進
すべきである。 
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２．各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
本事業は、ポストシーケンス時代において重要な遺伝子の機能解析のための技術
開発を目的とするものであり、５年前、欧米に対して遅れをとり、市場も未成熟で
あったこの分野において、国の施策で本事業を開始したことの緊急性・重要性は極
めて高かったと言える。 
ゲノムの重要性が叫ばれていたにもかかわらず、ゲノム情報自体の産業化につい
ては不透明であった研究開始当初の状況を考慮すると、民間企業が単独で行うには
リスクが大きく、また、成果の公共性も高いことから、NEDO によって本事業が
行われたのは妥当である。 
なお、今後世界をリードするような研究成果を得るには、ポストゲノムの研究課
題として４つの事業目標のみでは不十分であろう。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
本プロジェクトにおいて、「範囲型」の分散研究体制をとってきたことは、当初

の市場が未成熟であり将来展望が難しい状況下では適切な選択であった。「戦略技
術委員会」がプロジェクトの推進に機能しており、適宜指導をして情勢変化にも良
く対応していた点は評価できる。 
一方、プロジェクトの進展に従って、全体を統括するプロジェクトリーダー等を

設けるべきであった。 
各企業間の情報交換は必ずしも十分ではなく、各企業がばらばらに参加して、プ
ロジェクト全体としての目標・責任が曖昧になっていた。ある方向性のもとに、サ
ブプロジェクト間の連携を密にし協力体制をとれば、関連分野に波及効果のある、
まとまった成果が得られたのではないか。 
 
３）研究開発成果について 
要素技術の開発では着実な成果を得ており、世界的にも最高水準の研究開発が行
われた。特に、キャピラリーを用いた高スループットフラグメント解析装置の開発
とその応用、時計遺伝子の発現の数式化、キャピラリーアレイモジュールを用いた
mRNA 発現解析装置の開発などは、優れた成果であった。具体的な事業化も見え
ている開発もあり、概ね計画に沿った成果が得られたと判断できる。 
多くのテーマは成果の質・量とも十分と思われるが、費用対効果を考えると、必
ずしも十分とは言えないテーマも含まれていた。インフォマティクスの分野におい
て質の高い論文は少なく、解析機器関連以外のソフトウェアの特許も少なかった。 
開発された技術が関連分野で広く生かされるように、今後も一層、成果の普及に
積極的に工夫・努力することが求められる。 
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４）実用化、事業化の見通しについて 
テーマ毎に差があるものの、実用化に結びつく、あるいは製品化され市場に投入
された研究成果が生まれており、全体として成果の実用化という観点で評価できる。 
しかし、必ずしも実用化、事業化までのシナリオが見えていないテーマがあり、
技術的な問題点は何か、既存技術と比較してどこが優れているかなどの点で、客観
的な評価データが提供されていないケースも散見された。また、大規模な実用化に
結びつくような成果も、今のところ見当たらない。 
今後も、機器類の開発は、ユーザーの声を聞きながら改良を重ねていく必要があ
る。キャピラリー技術を中心として応用範囲の拡張、製品としての多様化を求める
ならば、早い段階での公開、他企業、大学との連携などを、積極的に進めるべきで
あろう。 

 
 



 

    

    
個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価    

 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

ゲノム比較
解析技術 

ゲノム比較解析技術は、各サブテーマともほぼ計画通り
の成果が得られており、新規性の高い成果も多く含まれて
いることから評価できる。一部のサブテーマでは、成果の
利用実績が不十分と指摘された。 
「①キャピラリー方式高速高スループットフラグメン
ト解析装置の開発」は、計画通りに成果が得られた。また、
今後のゲノム解析を大きく発展させる可能性を持った製
品も開発されており期待できる。なお、既に確立されてい
た技術の延長ではなく、新しい発想を組み合わせた開発を
すべきとの意見もあった。 
「②高速多型検出システムの開発」は、変化の早い分野
に柔軟に対応し、SSCP など日本の強いフィールドにおいて
製品化を達成した点で高く評価できる。ただし、SSCP の研
究者との連携をさらに密にすべきとの意見もあった。 
「③三本鎖形成による長鎖DNA解析及び配列比較技術の
研究開発」は、先端的な研究であり高く評価された。特に
変異解析技術はユニークであり、先進性かつ汎用性も高
い。ただし、クロンテック社の同様な技術と競合する部分
の差別化が今後の課題である。 
「④IGCR法を用いたゲノムDNA変異の高速解析技術の確
立と応用」は、独自性の高いゲノム解析技術であるが、す
ぐに製品に直結する技術ではない。現在実施中のデータが
多く、最終プロトコールを用いての実施例を増やすべきで
あった。 
「⑤ゲノム比較解析技術の研究開発」は、研究はニーズ
に則しており、ゲノム配列比較研究を推進するために必要
な成果を挙げた。ただし、実際にプログラムを利用した成
果が出てないので、今後は利用実績を求めたい。 

既に実用化を達成しているサブテーマや、実用化が期待
できるサブテーマがある。今後は、よりユーザーニーズに
適応した製品の開発を望む。一部の技術において特許によ
る制限を受けるのは残念である。 
「①キャピラリー方式高速高スループットフラグメン
ト解析装置の開発」は、実績のある実施者による新しい展
開という点で非常に期待できる。開発した多型解析技術と
遺伝子発現解析技術の実用化可能性も高い。今後は、商品
化に向けた戦略を明確にし、海外製品に組み込まれるので
はなく、トータルシステムとしての製品化を期待する。 
「②高速多型検出システムの開発」は、既に製品化され
ており、多サンプル処理能力を期待するニーズにも迅速に
対応しており、評価できる。装置システムが電気泳動以外
には利用しずらい点は不安なので、今後は改良や組み合わ
せにより、さらにユーザニーズに合致した製品の上市を期
待する。 
「③三本鎖形成による長鎖 DNA 解析及び配列比較技術
の研究開発」において、recA PCR および変異検出技術は、
実用化の見通しも高く評価できる。しかし、クロンテック
社の特許のために、recA 技術の主要な利用には制限を受
ける。また、cDNA の除去技術についても、既存のサブト
ラクションとの優位性を明確にする必要がある。 
「④IGCR 法を用いたゲノム DNA 変異の高速解析技術の
確立と応用」は、一定の限界はあるものの、実用化に大き
く近づいたと判断できる。しかし、実用性を示すデータが
少なく、普及のためのキット化の開発は十分であったか疑
問が残る。 
「⑤ゲノム比較解析技術の研究開発」は、好熱菌ゲノム
の情報解析についての成果は評価できるが、実際に有用遺
伝子の同定に結びついた結果は見られず、特許取得が無い
のも問題と言える。 

優れた技術開発がされているので、今後は応用例を
増やすなど技術的に確かなものにし、市場ニーズを的
確に捉えたうえで、製品創出を目指して欲しい。 
アカデミアの遺伝子研究に寄与できる技術、多数の
ユーザーに利用されるべき技術は、論文やインターネ
ットを通じて、積極的に公開・宣伝すべきである。 
「①キャピラリー方式高速高スループットフラグメ
ント解析装置の開発」では、優れた技術を開発してい
る。今後は応用例を増やし、市場ニーズを的確に捉え
た上で、日本発のユニークな製品創出を目指し、一層
の努力を期待したい。 
「②高速多型検出システムの開発」は、既に製品化
に至っている。今後は電気泳動以外の用途拡大、低価
格化などが求められる。将来的な展開を含めて、一層
ユーザーと一体となった製品開発が求められる。 
「③三本鎖形成による長鎖 DNA 解析及び配列比較技
術の研究開発」では、cDNA 除去技術については受託な
どを通じた貢献を、均一化されたライブラリーは遺伝
子機能研究への貢献を期待する。アカデミアの遺伝子
研究に貢献できる技術なので、論文やインターネット
を通じてプロトコール等を広く公開することを望む。 
「④IGCR法を用いたゲノムDNA変異の高速解析技術
の確立と応用」については、投入された予算を考える
と IGCR 法のキット化あるいは装置の市場投入に一層
努力し、普及することが望まれる。IGCR 法の最終プロ
トコールと実施例の具体的データに関しては、積極的
に公開・宣伝すべきである。 
「⑤ゲノム比較解析技術の研究開発」については、
有用な遺伝子資源の発見・利用のために重要なので、
もっと具体的な成果あるいは独創的な研究が望まれ
る。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

遺伝子配列
情報のモデ
ル化技術 

遺伝子配列情報のモデル化技術は、学問的に高水準の研
究を実施したサブテーマや、ソフトウェア等新規性のある
基盤技術を開発したサブテーマが含まれており、いずれも
ほぼ目標を達成した。しかし、論文・特許などの成果の公
表が不十分なテーマが見られたのは残念である。 
「①遺伝子群機能発現変動を理論予測するシミュレー
ション技術の開発」では、概日リズムのシミュレーション
に関する研究は世界的な水準にあり、学問的にも先端的な
分野を切り開くことに成功した。本プロジェクト内での位
置付けや創薬研究へのロードマップはわかりずらかった
が、リズム障害への応用など社会的重要性は高いので、今
後の展開を期待する。 
「②遺伝子制御ネットワーク構築を支援するワークベ
ンチシステムの開発」は、システム開発を着実に進め、出
芽酵母、枯草菌の解析に適用するなど、早々に成果を出し
た。しかし、成果の独創性・先進性には検討の余地があり、
成果の公表も不充分であった。 
「③遺伝子の発現制御ネットワークの解析」は、遺伝子
発現制御ネットワーク同定システムを開発し、実験系グル
ープと連携して検証を行った。開発した要素技術も新規性
があり評価できる。また、試用版として公開する姿勢も評
価出来るが、成果の発表が不十分であり、特許出願が無い
のは問題である。 
「④遺伝子配列情報のモデル化技術」では、真核生物の
遺伝子領域を精度よく予測するシステムを開発した。
GeneDecoder や GPCR データベースなどは、実際に研究者に
より利用されており評価できる。 

既に製品化に至ったサブテーマや、具体的な製品として
のイメージが出来ているサブテーマがあり、総じて実用
化・事業化は期待できる。 
実用化には、実験系の研究者との連携を進め、実験によ
る検証や製品へのフィードバックが求められる。 
「①遺伝子群機能発現変動を理論予測するシミュレー
ション技術の開発」は、基礎研究に近く、創薬に向けた戦
略的な道筋も不明確である。非常に重要な方向性なので、
長期的視野に立って地道に進めて欲しい。 
「②遺伝子制御ネットワーク構築を支援するワークベ
ンチシステムの開発」は、既に開発したシステムの製品化
を行っている。今後は、実験系ユーザーとの密接な協力に
より、実際に役に立つことを示すことが重要である。 
「③遺伝子の発現制御ネットワークの解析」は、既に市
販レベルにあり、統合されたシステムの構築が行われてい
ることからも、実用化が期待できる。現在の共同研究（出
芽細胞、マウス、ヒトなどへの応用）の推進により、開発
したシステムの更なる発展を期待する。 
「④遺伝子配列情報のモデル化技術」は、既に成果は
Web 上にて公開され、実用プログラムとしてヒト、線虫用
のシステムが作られている。今後は、産業的に重要な生物
に適用して、成果を挙げていくことが重要である。 

実験系ユーザーとの連携により、ニーズを的確に把
握して、より汎用的・実用的なシステムに発展させて
いくことが望まれる。 
「①遺伝子群機能発現変動を理論予測するシミュレ
ーション技術の開発」については、創薬作用点の絞込
みを行い、治療薬の開発に向けて、さらに研究開発を
推進することが望まれる。遺伝子発現解析からシステ
ムバイオロジーへの道筋を付け、実用化の点から研究
アプローチの一つのモデルケースを示して欲しい。 
「②遺伝子制御ネットワーク構築を支援するワーク
ベンチシステムの開発」については、複数の生物種へ
の適用、実験系ユーザーとの連携によるフィードバッ
クにより、より汎用的・実用的なシステムに発展させ
ることを期待する。 
「③遺伝子の発現制御ネットワークの解析」は、シ
ーズ志向ではなくニーズを汲み取る形でシステムの開
発を進めてほしい。実験系ユーザーの協力の下、国際
的にも通用する機能推定ソフトへと改良していき、創
薬・治療等への応用を期待したい。 
「④遺伝子配列情報のモデル化技術」については、
予測精度の向上がポイントであり、今後も独自の研究
を進めることを期待する。また、ポストゲノムに必要
とされる情報解析技術のニーズを取り込んだテーマも
検討されたい。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

遺伝子発現
頻度情報解
析技術 

遺伝子発現頻度情報解析技術は、計画通り目標を達成し
ているが、成果が DNA チップの改良に留まったのは残念
であった。 
「①長鎖 DNA プローブ配列素子による mRNA 分布解析シ
ステム」は、DNA キャピラリーアレイをつくり、mRNA
の発現頻度解析を行うという目標を達成した。低コストで
多検体処理を可能にする技術であり、自動化やシステム化
も可能である。SNP解析やタンパク質解析にも応用できる
ことは評価出来る。しかし、既存の DNA チップの改良版
であり、完全なオリジナル技術ではない点は残念であっ
た。 
「②DNA ディスクの開発とそれを用いた遺伝子発現様式
ネットワークの解析技術」は、アイデアは非常に面白くユ
ニークであったが、既存の平板に対する優位性は明確にな
らなかった。論文発表がないのは問題と言える。 
「③遺伝子発現頻度情報解析技術」は、計画通り遺伝子
発現解析の高度化と特異性の向上を達成した。しかし、既
存の DNA チップの改良版であり、技術的な独自性・先進
性は乏しかった。論文発表は十分あるが、特許取得が無か
ったのは残念である。 

技術的には出来ているが、既存システムに対する優位性
が明確でない課題が見られた。実用化の可能性は、サブテ
ーマにより大きく分かれた。 
「①長鎖 DNA プローブ配列素子による mRNA 分布解析シ
ステム」は、既に実用化の水準に達しており、スキャナー、
分注システム、アジテーションユニットなどの注目すべき
技術もあることから、製品化が大いに期待できる。しかし、
DNA チップに対する優位性が明らかになっていない、
Nuclease protection やタンパク質解析などの実施例も十
分ではないなどの、課題も残っている。 
「②DNAディスクの開発とそれを用いた遺伝子発現様式
ネットワークの解析技術」は、技術的にはできているが、
既存システムに対する技術的・価格的優位性がはっきりと
せず、実用化の可能性は見えなかった。 
「③遺伝子発現頻度情報解析技術」は、既存技術の改良
が主なので実用化は可能であるが、製品化を前提とした特
許が取得されていないなど、実用化・製品化の取り組みは
不十分であった。 

既存技術に対する優位性を明らかにし、実用化に向
けた取り組みを推進して欲しい。成果はできる限り幅
広く利用できる形にすべきである。 
「①長鎖DNAプローブ配列素子によるmRNA分布解析
システム」は、既存の DNA チップより正確な DNA
発現解析ができるなど、既存技術に対する技術的・経
済的優位性を明らかにし、国内外の有力なラボとの共
同研究も視野に入れ、実用化に向けた取り組みを推進
して欲しい。 
「②DNA ディスクの開発とそれを用いた遺伝子発現
様式ネットワークの解析技術」は、ユニークな技術で
あるが、実用化には既存チップに対する優位性が不可
欠であり、戦略技術委員会の決断は正しかった。 
「③遺伝子発現頻度情報解析技術」では、汎用性・
再現性の評価を進め、製品化を視野に入れ推進してい
ただきたい。開発された２つの成果（プロトコール）
は、特許申請を行うか、論文などを通じて研究者が利
用できる形にして、積極的に宣伝して欲しい。なお、
本解析技術により、分化や脳の分野で新しい知見が得
られることを期待する。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

転写制御情
報解析技術 

転写制御情報解析技術は、いずれのサブテーマも順調に
成果を挙げており、総じて高く評価できる。 
「①包括的転写制御因子群一括取得技術の開発」は、計
画通りに成果が達成されている。ダブルタグによる転写調
節因子、メディエーターなどの複合体を精製する技術が、
特にトランスジェニックマウスの系で実証されたことは
評価できる。しかし、論文発表は不十分であり、せっかく
の技術がインパクトのある成果に結びついていないのが
残念である。 
「②階層的転写制御情報の高速探索・解析技術の研究開
発」は、一つの磁気ビーズに１種類の遺伝子配列の DNA
をコートするアイデアは、転写因子の解析法としてユニー
クであり、国際的にも評価できる。転写因子以外にもタン
パク質間相互作用の解析などにも利用できる可能性があ
り、波及効果も期待できる。本成果はモデル実験に留まっ
ているので、いち早く有用な転写因子の探索に適用してい
くことが特許上重要であろう。 
「③転写制御情報解析技術の研究開発」では、転写制御
領域の解析を、赤外蛍光シークエンサーで改良し、DNA
と蛋白質の相互作用の有無を正確に解析できるなど、順調
に成果を挙げた。特許や論文発表も十分である。しかし、
既存のシークエンサーなどの機器は急速に改良されつつ
あり、どこまで先端性、実用化可能性があるかは疑問であ
る。 

いずれも実用化の可能性があると判断されたが、要素技
術によるレベルの差は大きく、それぞれ課題が指摘され
た。 
「①包括的転写制御因子群一括取得技術の開発」は、新
規性は小さいものの、転写制御因子郡の網羅的精製方法と
して、ほぼ実用化の見通しは出来ている。ただし、モデル
実験が主体であり、創薬などに結びつくような課題選択が
なされなかったのは残念である。転写制御をクロマチンを
含めたダイナミズムで捉えていく研究が進んでおり、その
ような要素も取り入れた機器開発が次のステップとして
必要であろう。 
「②階層的転写制御情報の高速探索・解析技術の研究開
発」は、基本転写因子や転写調節因子が結合する磁気ビー
ズシステムが実証できればユーザーが想定できる。実用化
には課題が残されているので、ユーザーの生物系研究室と
の密接な連携が必要であろう。市場規模を考えると、汎用
性ある技術にすることを考慮して欲しい。また、多くの認
識情報配列が欧米で解析され特許化されてしまうので、早
く機器を上市することを望む。 
「③転写制御情報解析技術の研究開発」では、ゲルシフ
ト解析装置については実用化可能と判断できる。ファージ
ディスプレイを用いた DNA結合蛋白質の探索技術は、世
界最先端のポテンシャルがあるが、具体的な実用化の道筋
は明らかになっていない。今後は、実施例を増やし評価を
されに固める必要があろう。 

重要な要素技術が多く含まれているので、これらを
活かすべく、他の研究機関との連携等や技術の普及等
により、ユーザーの意見を取り入れて、機器開発を推
進していくことが求められる。 
「①包括的転写制御因子群一括取得技術の開発」は、
我が国のプロテオームに関する先端的研究として重要
である。創薬などを視野に入れた標的の選択などニー
ズの見極めと、新たな応用展開の発掘も必要であろう。
製品化には、実際に転写制御因子群を研究している機
関などに試作機を持ち込み、ユーザーの意見を取り入
れることが望まれる。 
「②階層的転写制御情報の高速探索・解析技術の研
究開発」は、１分子解析技術をベースとした優れた技
術基盤を活かして、今後も実用化を目指して研究を継
続すべきである。実用化には、ソフトウェア会社や、
基本転写因子や転写調節因子を研究している研究機関
との連携により、臨床検査等の応用技術の開発や機器
開発を推進すべきである。 
「③転写制御情報解析技術の研究開発」については、
自動化機器との組み合わせにより、汎用技術としての
実用化が望まれる。ファージディスプレイ法による転
写因子解析法は、ポストゲノム解析研究として重要な
基礎技術なので、詳細なデータやプロトコールの宣伝、
解析材料の提供などにより、アカデミア等へ技術の普
及を図ることが重要である。 
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2.0

2.2

1.5

2.5

0.0 1.0 2.0 3.0

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．事業の位置付け・必要性

平均値

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・位置付けについて 2.5 B B A B A A 
２．研究開発マネジメントについて 1.5 B C B C C B 
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 2.0 B C B B A B 

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

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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