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作成日 2002.12.16. 

制度・プログラム名 新規産業創出型産業科学技術研究開発制度  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名) 蛋白質発現・相互作用解析技術開発 PJコード  

担当推進部室/担当者 バイオテクノロジー開発室 

事業の概要 

ゲノム解読で明らかとなった生体内の多数タンパク質の機能を生体外で、多数を同時、かつ迅速に解明す
るため、多数の蛋白質を機能をもって発現させる技術、迅速にその相互作用を解析する技術を開発する。
これをもとに系統的な創薬スクリーニング技術などの生産性向上技術を開発し、新規産業の創出をめざ
す。 

１．事業の目的・政策
的位置付けについ
て 

ヒトゲノム解読とともに、これら遺伝子がコードする蛋白質を標的にした、新規医薬品、食品、検査機器、
などの開発が世界で一斉にスタートしている。核酸については多数、同時解析が進み、蛋白についても質
量分析からの配列予測については多数解析が始まった。蛋白質の発現と相互作用については、従来の生化
学的方法での単独解析が中心であり、特に創薬標的としても注目される、膜および核内蛋白の複合体の相
互作用の解析が急務となっている。機能をもった膜蛋白複合体などの解析技術を細胞外で多数、同時に行
うシステムの開発は、技術的困難も多く、民間企業単独では取り組みにくく、我が国産業の国際競争力の
観点からも国としての関与が望まれている。そこで得られた知見、情報は幅広い応用が見込まれる貴重な
知的財産である。 

２．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 
膜および核内の蛋白群を中心に多数、同時に発現し、相互作用を解析する技術を確立する。発現蛋白およ
び抗体を用いたチップ化技術を確立し、微量蛋白での多数、同時、迅速解析技術を確立する。将来広い分
野で応用される蛋白発現・相互作用解析にかかわる共通の基盤技術を形成する。 
主な実施事項 H11fy H12fy H13fy H14fy  
１．機能を持った蛋白質発
現・相互作用解析の技術
開発 

       

２．癌診断抗体クラスター作
製 

     

３．蛋白質質分離・微量蛋白
質同定技術の開発 

     

事業の計画内容 

成果とりまとめ      
（単位：百万円） H11fy H12fy H13fy H14fy 総額 

(当初) 150 318 318   
一般会計 

(実績) 150 318 276 258  
(当初) 150 318 318   

開発予算 

総予算額 
(実績) 150 318 276 258  

経産省担当原課 製造産業局 生物化学産業課 
運営機関 新エネルギー・産業技術綜合開発機構 
プロジェクトリ
ーダー    

東京大学 先端科学技術研究センター 児玉 龍彦 

委託先 
財団法人バイオインダストリー協会 

横河電機㈱、㈱島津製作所、中外製薬㈱、興和㈱、明治製菓㈱、 
グレラン製薬㈱、㈱ノエビア、㈱特殊免疫研究所 

再委託先 大阪大学大学院薬学研究科、東京大学医学部附属病院 

開発体制 

共同研究先 東京大学先端科学技術研究センター       

情勢変化への対応 

本プロジェクトの発足時からみて、蛋白質分離、多数蛋白質のアミノ酸配列情報解析技術はキャピラリー
クロマトグラフィーと組み合わせた質量分析の技術が進展し、その有用性、優位性が明確になってきた。
一方、ゲノム解読結果から例えば創薬標的となる蛋白質が一挙に従来の１０倍増加したにもかかわらず、
その機能解析は１個づつの細胞での発現に頼るために、多数蛋白質の機能解析技術の開発が強く望まれて
いる。これらの状況変化とともに、研究開発項目（１）の蛋白質分離チップは本プロジェクトの現行の規
模で進める１課題としては大きい過ぎると判断し、研究開発項目（２）の機能を持った蛋白質の発現、相
互作用解析技術開発のための発現蛋白チップ、抗体チップの開発に重点化して研究開発を進めた。 

 

 

今後の事業の 
方向性 

本技術の確立は、ゲノム解読情報から迅速に蛋白機能を解明し、画期的な新規製品を開発する技術の画期
的革新をもたらす。新規医薬品や、酵素、食品、検査機器などの開発に、バイオテクノロジー、医学医療、
生命科学の広範な分野で利用される共通基盤技術の形成が見込まれる。 
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３．研究開発成果 

（１）機能をもった膜蛋白の発芽型バキュロウィルスを用いた発現システム 
 東京大学先端科学技術研究センターで開発された発芽型バキュロウィルスへの膜蛋白発現
技術を基盤に、酵素、受容体の機能をもった発現に成功した。さらに膜蛋白複合体を発芽型
ウィルス上に機能をもって再構成する技術を確立した。バキュロウィルスからのエンベロー
プ回収技術を開発し、膜蛋白の精製技術を改良した。バキュロウィルス上でのＧ蛋白共役型
受容体、３量体Ｇ蛋白、アデニル酸サイクレースなどのエフェクター蛋白を再構成すること
に成功し、さらに、リガンド結合によるＧ蛋白共役型受容体の活性化を蛍光検出（ＦＲＥＴ）
する技術の開発に成功した。これによりＧ蛋白共役型受容体の網羅的解析チップの基礎技術
が確立した。 

バキュロウイルスを用いた
膜蛋白質発現法

AcMNPV
核多角体ウイルスゲノム核多角体ウイルスゲノム核多角体ウイルスゲノム核多角体ウイルスゲノム プラスミド

目的遺伝子

発芽ウイルス

発現膜蛋白質発現膜蛋白質発現膜蛋白質発現膜蛋白質

昆虫細胞（Sf９）

遺伝子組換え

発芽発芽発芽発芽

 
 

FRETテクノロジーを利用した

受容体リガンド相互作用測定法

リガンドの結合リガンドの結合リガンドの結合リガンドの結合

リガンドリガンドリガンドリガンド

GGGGαααα

475475475475nmnmnmnm 433433433433nmnmnmnm

GGGGαααα

FRETFRETFRETFRET

433433433433nmnmnmnm527527527527nmnmnmnm

Adenylyl cyclase

YFPYFPYFPYFP CFP

CFPYFPYFPYFPYFP

Gβγ７TM受容体

 
 

Ligand添加添加添加添加

BLT1+Gi-Citrine+AC6-ECFP/COS細胞細胞細胞細胞

左図の細胞辺縁部の左図の細胞辺縁部の左図の細胞辺縁部の左図の細胞辺縁部の赤色赤色赤色赤色部分に部分に部分に部分にFRET現象現象現象現象
が認められたことから、一部の細胞の、一部が認められたことから、一部の細胞の、一部が認められたことから、一部の細胞の、一部が認められたことから、一部の細胞の、一部
の膜付近においての膜付近においての膜付近においての膜付近においてFRET現象が認められ現象が認められ現象が認められ現象が認められ

る可能性が示唆されている。る可能性が示唆されている。る可能性が示唆されている。る可能性が示唆されている。
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発芽ウイルスを用いた発芽ウイルスを用いた発芽ウイルスを用いた発芽ウイルスを用いた
GPCRシグナル検出シグナル検出シグナル検出シグナル検出

YFP波長範囲：465-495nm、CFP波長範囲：510-540nm
D1/Gs-Citrine/AC6-ECFP：D1およびGas-Citrine、Gb、Gg、AC6-ECFP共発現バキュロウイルス
PAFR/Gs-Citrine/AC6-ECFP：PAFRおよびGas-Citrine、Gb、Gg、AC6-ECFP共発現バキュロウイルス

 
 

（２）系統的抗体クラスター作成による多数蛋白詳細情報の同時解析技術 
 核内受容体４８種類をバキュロウィルス表面のＧＰ６４との融合蛋白として発現し、結合
親和性の高いモノクロナール抗体クラスターを網羅的に作成し、ＬｏＣｏＭＯ情報取得への
系統的解析の基本を確立した。最大の蛋白ファミリーであるＺｎフィンガー蛋白の系統的解
析システムを樹立した。 
 各種癌組織にて高発現する蛋白のプロファイル化を進め、バキュロウィルス発現系でＧＰ
６４トランスジェニックマウスを用いたシステムで作られた高親和性モノクロナール抗体ク
ラスターで癌患者の１滴の血液からのパターンによる解析を可能とした。 

gp64 
mature dom ain

Polyhedrin
promoter

ORF603

ORF1629
pBACsurf-1

9429bp

Kpn I

Baculovirus DNA

Sf-9 cells

Transfection

gp64

gp64 fusion protein

Immunization

The baculovirus gp64 fusion display system

 
 

Group NR/Gene Trivial Names pBAC Virus Immun. Group NR/Gene
1 1A NR1A1 TRα ○ 32 2A NR2A2
2 NR1A2 TRβ ○ 33 2B NR2A3
3 1B NR1B1 RARα ○ 34 NR2B1
4 NR1B2 RARβ ○ 35 NR2B2
5 NR1B3 RARγ ○ 36 NR2B3
6 1C NR1C1 PPARα ○ ○(HTS) 37 2C NR2C1
7 NR1C2 PPARβ ○ ○(HTS) ○ 38 NR2C2
8 NR1C3 PPARγ1 ○ ○(HTS) ○ 39 2E NR2E1
9 PPARγ2 ○ ○(HTS) ○ 40 NR2E3

10 PPARγ2(28aa) ○ ○(HTS) ○ 41 2F NR2F1
11 1D NR1D1 REVERBα ○ 42 NR2F2
12 NR1D2 REVERBβ ○ 43 NR2F6
13 1F NR1F1 RORα1 ○ ○(HTS) 44 3A NR3A1
14 RORα2 ○ 45 NR3A2
15 RORα3 46 3B NR3B1
16 RORα4 ○ 47 NR3B2
17 NR1F2 RORβ ○ 48 NR3B3
18 NR1F3 RORγ 49 3C NR3C1
19 1H NR1H2 LXRβ ○ ○(HTS) ○ 50 NR3C2
20 NR1H3 LXRα(Zn-finger) ○ ○(HTS) ○ 51 NR3C3
21 LXRα(N-term) ○ ○(HTS) ○ 52 NR3C4
22 NR1H4 FXR ○ 53 4A NR4A1
23 1I NR1I1 VDR ○ 54 NR4A2
24 NR1I2 PXR1 ○ ○(HTS) 55 NR4A3
25 PXR2 ○ ○(HTS) 56 5A NR5A1
26 PXR ○ ○(HTS) 57 NR5A2
27 NR1I3 CARα ○ 58
28 2A NR2A HNF4α1-3(N-term.)○ ○(HTS) ○ 59
29 NR2A1 HNF4α1(X87870) ○ ○(HTS) 60 6A NR6A1
30 HNF4α2(X87871) ○ ○(HTS) 61 0B NR0B1
31 HNF4α3(X87872) ○ ○(HTS) 62 NR0B2

Trivial Names pBAC Virus Immun.
HNF4γ ○

RXRα ○ ○(HTS) ○

RXRβ
RXRγ1 ○

RXRγ2
TR2 ○ ○(HTS)
TR4 ○ ○(HTS)
TLX
PNR
COUP-TFα

COUP-TFβ
COUP-TFγ
ERα

ERβ
ERRα

ERRβ
ERRγ
GR ○

MR ○

PR
AR
NGFI-Bα ○ ○(HTS)
NGFI-Bβ
NGFI-Bγ
FTZ-F1 α ○ ○(HTS)
FTZ-F1 β1 ○ ○(HTS)
FTZ-F1 β2 ○ ○(HTS) ○

FTZ-F1 β ○ ○(HTS)
GCNF
DAX1 ○ ○(HTS)
SHP ○ ○(HTS)

核内受容体抗体作成リスト

○

○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)

○

○

○

○

○

○(HTS)
○(HTS)

○(HTS)

○(HTS)
○(HTS) ○

○

○(HTS)

○

○

○(HTS)

○

○

○

○

○

○(HTS)

○(HTS)
○(HTS)

○(HTS)
○(HTS)

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)

○

○

○

○

○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)
○(HTS)○

○

○ ○(HTS) ○

○

○

○(HTS)
○(HTS)

○

○

○

○ ○(HTS)
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マイクロアレイ解析による癌特異的発現遺伝子の探索

階層的クラスタ解析

主成分分析

高分化HCC
中分化HCC
低分化HCC

脈管侵襲 (+)  
 

肝細胞癌に高発現するGlypican3 (GPC3)

NL CH WD MD PDLC

samples

0

1000

2000

3000

4000

5000

1-24: 
signal sequence

heparan sulfate chain

GPC3: 152-1891 (580 a.a.)

G
PI

S

　

S
S

　

S

S

　

S S

　

S

S

　

S

S

　

S

S

　

S

NH2

495 S

509 S

CC

C C
C C

C CC
C C

C C

C

GPC3の構造

色は癌検体

GeneChip解析

 
 
 



 6

 
 
 

（３）プラズマ重合技術を用いた蛋白質分離基盤技術 
 プラズマ重合法による蛋白質分離キャピラリー、チップ基盤表面等の素材加工基盤技術を
確立した。 

担体

ストレプトアビジンストレプトアビジン

２層目プラズマ重合膜

１層目プラズマ重合膜

担体

抗体抗体抗体抗体抗体抗体抗体抗体

プラズマ重合法による抗体の固定化プラズマ重合法による抗体の固定化

プラズマ重合膜により、機能を保持したまま蛋白質

（ストレプトアビジン）を固定化することができた

その技術を抗体固定化に応用その技術を抗体固定化に応用

 
 

（４）波及効果 
 機能をもった膜蛋白の発現技術はリガンドが結合し活性化すると光る膜受容体を発現した
ナノバイオ素子（ウィルス）の開発などの特許を中心に世界をリードする画期的な技術とな
り、３次元的プローブを配位したチップ化技術が確立されつつある。また抗体クラスターに
よる診断技術は癌診断にあらたな市場効果をもたらし、市場価値年間１０億円／年と推定さ
れる肝癌診断用モノクロナール抗体、１００億円／年／抗体医薬品をこえると推定される治
療用抗体を始め多数の膜蛋白、核蛋白を認識するモノクロナール抗体が樹立された。開発成
果応用のために２社のベンチャー企業が発足した。 

 
投稿論文 欧文誌：７９件，邦文誌７件 

 

特許出願 １０件 
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新聞等の発
表 

８件  

ＴＶ等    ３件 

４．実用化、事業化
の見通し 

（１）膜蛋白複合体の機能解析システム 
 Ｇ蛋白共役型受容体と３量体Ｇ蛋白とエフェクターを発現し、複合体を再構成した発芽型
バキュロウィルスの上で、リガンドによる受容体活性化をＧ蛋白とエフェクターの間でＦＲ
ＥＴ現象による蛍光波長変化で検出するチップのプロトタイプが作製された。これは医薬品
スクリーニングを人工的発現蛋白複合体で可能にする画期的技術であり、技術を保有するベ
ンチャー企業を起業し、世界の大手製薬メーカーとのアライアンスでの製品化を検討中であ
る。 
 同時に、ここで用いたＦＲＥＴ検出システムは細胞での発現でのＧ蛋白共役型受容体の機
能解析に応用できるためその実用化を急いでいる。 
（２）抗体クラスターでの癌診断システム 
 作製した癌高発現蛋白質に対するモノクロナール抗体クラスターを用いて、旧来の癌マー
カーに加えて新規に確認された発現蛋白と同時測定でのパターン解析システムのプロトタイ
プを開発した。実用化にあたっては、個々のマーカー抗体での検出系の申請を予定中で、０
３年春の申請へむけて、樹立されたベンチャー企業による臨床サンプルの解析研究が進行中
であり、早ければ、０４年には１０億円／年の市場価値が予測されている。抗体クラスター
中に癌細胞治療効果のあるモノクロナール抗体があり、肝臓がん治療薬として開発が進めら
れている。０７年目標で成功すれば１００億円／年以上の市場価値が期待される。 
（３）核内受容体の系統的医薬品スクリーニングシステム 
 発現された４８種の核内受容体融合蛋白質に対する抗体を用いた機能レポーターシステム
によりＰＰＡＲなどに作用する医薬品のスクリーニングが参加企業との協力で開始されてい
る。 

（４）バイオベンチャー設立。 

（５）肝細胞癌診断システムの開発が始まる。 

（６）肝細胞癌治療用抗体医薬品の開発始まる。 

実施時期 
評価履歴 

評価項目・評価基準 

実施時期 

５．評価に関する事
項 

評価予定 
評価項目・評価基準 
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「蛋白質発現・相互作用解析技術開発」 
中間評価報告書 
（案） 

 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、独自のシステムを基盤とした開発研究で、膜蛋白質の機能を保持し
たまま発現する技術、多数の蛋白質の相互作用を同時に解析する技術および癌診断技術等
において、世界的にも優れた顕著な成果を上げている。その成果の一部は、実用化・事業
化の面でも期待できるので是非完成してほしい。 
また、ポストゲノムプロジェクトとして重要かつ妥当であり、集中型研究において適切
かつ柔軟な研究開発マネジメントが奏功した。特許戦略や事業化戦略にも長けており、経
済的波及効果を狙った NEDO プロジェクトとして充分に意義のある成果を上げている。総合
的に非常に高く評価される。 
 その一方で、今後の克服すべき課題もいくつか存在する。 
①３つの研究テーマの方向性がややちぐはぐな印象を受ける。「微量蛋白質同定の技術開
発」においては、他の２つの技術を受けて、医薬品化合物スクリーニング探索チップ
や癌診断用チップの開発を第一目標に、目的と方向性を絞った研究開発を進めること
がより有効な戦略であると思われる。 
②今後事業化を目指す上で、参画企業の役割は益々重要になると考えられるが、現状で
はその研究内容・研究成果等について不明確な点が多い。参画企業の研究開発の分担
を明確にするとともに、事業化の計画を明確にするべきである。また本プロジェクト
は我が国の誇れる知的中核であり、必要に応じ、多くの分野の産業界に参画させるべ
きである。 

③各技術を可能な限り早く実用化し、当初の目的である創薬スクリーニングにつなげる
べきである。  
 
２）今後に対する提言 
蛋白質の発現、機能解析というテーマは今後とも重要であり、独自のアイデアやシステ
ムを基盤とした立案は大いに支援すべきである。進展状況は順調であり、発展性の高いプ
ロジェクトなので、予算の増額の検討も含め、フォーカス２１のプロジェクトとして更に
展開させることは妥当である。 
本プロジェクトにより、独自性および優先度の高いものを中心に要素技術を絞り込み、
日本において最先端の基盤技術をできるだけ多く獲得できるよう、重点的な研究目的、計
画、マネジメント、実用化が望まれる。 
さらに本プロジェクトによって生み出された基盤解析技術をもとに、今後、民間企業が遂
行し難い診断システムや新規医薬品化合物の探索と開発のための大規模なプロジェクトを
結成し、精力的にその研究開発を進めるべきである。 
 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
ポストゲノム時代の要請として蛋白質を解析することの意義を明確にし、創薬ターゲッ
トとして重要性の高い膜蛋白質を優先して起案された本プロジェクトは科学的・社会的に
も非常に重要なプロジェクトであり、時宜を得たものである。 
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民間企業のみでは達成困難で NEDO の関与が強く要求される点でも事業の目的と位置付け
は適切に設定されている。研究効率も非常に高く、各研究は国際的にも非常に優れたレベ
ルにある。産業的価値からは、スクリーニング技術よりも、蛋白質や医薬品化合物そのも
のの特許を押さえることがより重要である。その点にもっと注力すべきである。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
開発目標、研究開発計画ともゲノム解析の進展にそって適切に設定されている。企業か
らの研究者がプロジェクトリーダーの研究室に集い、集中型研究を行っていることは、本
プロジェクトの進展に有効に機能している。それは、高度な成果が期待でき、必要度の高
いものを絞り込み、優先して実行する面で功を奏しており、目標、計画、事業体制いずれ
も適切である。情勢変化への対応も妥当である。 
改善すべき点として、次の３点が挙げられる。 
①大規模な化合物ライブラリーを保有した企業や抗体医薬品の臨床開発が進められる機
関をプロジェクトに加えるべきである。 
②「微量蛋白質同定の技術開発」では、医薬品化合物スクリーニング探索チップや癌診
断用チップの開発を第一目標に、目的と方向性をより明確に絞った研究開発を進める
べきである。 

③参画企業の役割分担が必ずしも明確に示されておらず、事業化に向けて企業の研究開
発内容および役割分担をより一層、具体化するべきである。 
 
３）研究開発成果について 
創薬ターゲットとして価値の高い膜蛋白質を、機能を持ったまま発現させる技術の開発
に世界に先駆けて成功していること、癌診断マーカー・癌治療のターゲットとなる蛋白質
の同定に成功し、その知的財産権を確保していること（産業的価値の点からも評価できる）
等、独自性の高い世界水準の成果を数多く出しており、新たな技術領域の開拓が大いに期
待される。 
特許も適切に取得しており、学術論文に関しても専門家の批判に耐える業績を上げてい
る点も評価できる。また、個々の研究テーマについては若干の差はあるものの、プロジェ
クト全体としては質、量ともに十分な成果を上げている。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
本プロジェクトは全般的に実現の可能性が高い。特にスクリーニング技術は、製薬会社
等の需要が非常に高く、社会・経済・産業への貢献の可能性も極めて大きい。 
特許戦略にも長けており、既にベンチャー企業を２社起業しており、事業化に向けた積
極的な取り組みが高く評価される。特に膜蛋白質の機能解析システムや癌診断システム等
の事業化は、技術的波及効果も高い。 
今後考慮すべきことは、参画企業の事業化プランをより一層明確にする点である。 
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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 

 

機能を持った

蛋白質発現及

び蛋白質相互

作用解析の技

術開発 

発芽型バキュロウイルスを利用して機能を持った膜蛋白質を
ウイルス膜上に発現させるという、独自に開発した、世界に例の
ない独創的なシステムを基盤として、G蛋白質共役受容体の網羅
的解析チップの基礎技術を確立する等、大変インパクトの高い成
果を着実に上げている。本技術は、ゲノム創薬における重要な役
割を果たすものと期待される。研究期間の短さを考慮すれば、研
究の具体的な各項目の達成度は非常に高く、全体として高く評価
すべき成果を上げている。大量発現が可能になれば、結晶構造解
析の基盤技術になる等、更なる波及効果が見込まれる。 
今後は、本研究の過程で見出された多くの興味ある現象のメカ

ニズム解明も是非行って欲しい。  

G 蛋白質共役型受容体の機能解析システムは医薬品スクリー
ニングの基礎として重要であり、機能を持った膜蛋白質の自由
自在な発現技術は多くの知的財産を生み出すと期待される。こ
れに加え、本成果が実用化されれば、新規医薬品の発見を画期
的に効率化する可能性が高く、製薬会社等の需要が非常に高い
技術である。したがって、本成果の実用化の見通しは大いにあ
る。また、社会・経済・産業への貢献の可能性が極めて大きい。 
医薬品化合物の探索競争が世界で熾烈を極めているため実用
化までのスピードが重要であるが、目標通りに技術開発が進ん
でいる。 
その一方で、バキュロウイルスを用いると、発現蛋白質に結

合する糖鎖が昆虫型であるため、ヒト型糖鎖への転換法に関す

る画期的な方法論の開発が望まれること、蛋白質相互作用解析

の技術は、既存技術の応用であるため、先行特許のライセンス

を受ける必要があれば、コストが掛かる等の課題も残っている。

今後の提言として次の３つを挙げる。 
①発展性の高いプロジェクトなので、研究開発を一層推進する
べきである。 
②高度のチップ化、検出技術の早期実用化が期待される。 
③リガンドと受容体の相互作用検出の方法がやや煩雑なので、
恒常的活性型の受容体を発現させて、アンタゴニストやインバー
スアゴニストのスクリーニングが簡便にできるシステムの開発
も、応用として目指すことも検討して欲しい。  

 

癌抗体クラス

ター作製によ

る診断チップ

の開発 

GPCR 発現ウイルスの基板上への高密度固定化技術、バキュロ
ウイルス上に発現された膜蛋白質に対する Gp64 免疫寛容マウス
を用いた、モノクローナル抗体作成、48 種類の核内受容体の網
羅的作製、癌診断抗体クラスターの開発等、研究の進展が著しく、
その知的財産権を確保していることは産業的価値からも高く評
価できる成果である。 
作成したモノクローナル抗体の種類は診断を行う上で必要な

レベルをクリアしており、高密度電極アレイを用いたチップの開
発は非常に大きな進歩であり、今後の更なる発展を期待したい。 
今後の課題としては、特異性の高い抗体を如何に得るか、検
出時の S／N比を如何に上げるか、低発現遺伝子や発現している
遺伝子の相関関係を解析することにより、更にシステムを進化
させてほしい、等が挙げられる。 

知的財産戦略がしっかりしており、テイラーメイド医療に先
鞭をつける一方策として有望である。 
血液を用いた抗体クラスターによる診断技術は新たな市場効

果をもたらすと考えられ、現状でもかなり実用領域に近いとこ
ろまで来ていると思われるが、成功すれば社会・経済・産業へ
の貢献の可能性が極めて大きい。 
ビーズ法による複数腫瘍マーカーの同時測定は既に実用に供

することができると思われ、抗体チップも近い内に実用化領域
に入ることが期待される。総じて実用化の可能性や、技術の波
及効果の高い研究テーマである。 
何種類の癌に対してどのくらいの精度で測定可能か、その結

果次第でどれくらいの普及が見込まれるか等が今後の課題であ

る。 

診断法として医療機関に用いられるようになるためには、操作
の簡便性とコストダウンを更に追求する必要がある。実用的に診
断に使えるレベルに一日でも早く到達するよう努力して欲しい。
また、多くの成果が上がっているので、可能な限り数多くの特許
等を獲得してほしい。 
なお、遺伝子を対象にマーカーを探索する方法とならびプロテ
オーム解析によって診断マーカーを探索する研究が進展している
情勢も踏まえて、更に研究を加速していくことを期待する。 

 

蛋白質分離及

び微量蛋白質

同定の技術開

発 

リガンド結合による受容体活性化の蛍光検出（FRET）法と、プ
ラズマ重合法による蛋白質分離キャピラリー技術を独自に開発
し、研究の進展が著しく、今後の多大な成果が期待できる。蛋白
質発現ウイルス自体をチップ化する技術は、コストと手間の削減
につながる優れたアイデアである。 
その一方で、二次元分離チップは一次元から二次元への連続電

気泳動が未解決で、実用化はこれからの課題であること、RNA ア

プタマーの研究はまだ課題が山積していること等が課題である。 

プロテインチップの開発では、検出の簡便性や感度の追求等、
ユーザー側の観点に立った開発を進めていることが評価でき
る。 
その一方で、二次元キャピラリーチップを実用化するために

は、このシステムに符合した蛋白質の同定技術を早急に確立す

ることが必要であり、現状では短期間での実用化は困難と思わ

れる。またウイルス固定に関してはもう一工夫が必要、蛍光強

度を更に上げるような条件の最適化の余地がある、等が今後の

課題である。 

今後への提言として、次の４つが挙げられる。幾つかの未達成
項目について、解答が得られれば十分実用的に使える技術になる
ので、今後の更なる発展に期待したい。 
①発展性の高いプロジェクトなので、研究開発を一層推進する
べきであり、実用レベルへの対応・発展を期待する。 
②「機能を持った蛋白質発現及び蛋白質相互作用解析の技術開
発」と「癌抗体クラスター作製による診断チップの開発」の
実用化の重要性を勘案して、目的と方向性を絞ったプロテイ
ンチップの研究開発を進めることが必要である。 

③二次元分離チップについての基礎研究を進める必要がある。 
④ウイルス等の高密度固定を実現する上で、担体や基板上の表

面・界面の物理化学的影響の定量的な検討も必要である。 
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３．評点結果 

2.7

2.8

2.8

3.0

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．事業の目的・位置付け

平均値

 
 

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 3.0 A A A A A A 
２．研究開発マネジメントについて 2.8 A A A B A A 
３．研究開発成果について 2.8 A B A A A A 
４．実用化・事業化の見通しについて 2.7 A B A B A A 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付けについて (2)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 

(3)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 

 
 
 

 


