
整理
番号

プロジェクト名 プロジェクトの概要 備考

中
間
評
価
１

　このまま進めば良いと考えるが、最終目標の実現に向け
て、海外での類似テーマの進展調査を含め全体的な、重点課
題の再評価・再調整を試みるとともに、有効性の検証部門の
強化が必要である。工学面への応用研究は、有用性がやや希
薄であるので、糖鎖を１種類でもよいから大量生産できる可
能性を示し、有用な工学的研究を、最終年度に向けて幾つか
追加し展開していただきたい。産業化を目指すためには、作
り上げた技術の機械化、自動化など基礎研究から脱却した技
術の改良が必要になる。企業の論理を導入し、精度管理や利
益を考えた評価が必要である。また、糖鎖機能の医学的意義
づけは重要であり、より強力な分担研究者の参加が望まれ
る。肝癌と肝硬変を鑑別する糖鎖でよい結果が得られれば、
膵癌などの他の難治癌でも同様のアプローチを使え、難治癌
の早期診断など大きな貢献につながる。特許については、重
要分野は、複数の関連特許で防衛するなどのパテントネット
の発想などプロジェクト全体をみた特許戦略が必要である。
研究成果を産業応用するために、アカデミアから企業への成
果の橋渡しをより強力に推し進めていただきたい。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.9
研究開発マネジメント　  2.1
研究開発成果　　        2.6
実用化の見通し　　　　　1.7
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「糖鎖機能活用技術開
発」
 P06010

期間（年）：2006-2010
総額：23.8億円
　　　（2006-2007）

【委託先】
(独)産業技術総合研究所(つくば
センター)、バイオテクノロジー
開発技術研究組合（参加企業7
社：(株)モリテックス、(株)島津
製作所、（株）グライコジーン、
（財）野口研究所、三井情報
（株）、タカラバイオ（株）、三
菱化学（株））
(独)産業技術総合研究所(北海道
センター)、(財)化学技術戦略推
進機構(参加企業5社：ＤＩＣ
(株)、(財)野口研究所、カネカ
(株)、キャノン(株)、(株)林原生
物化学研究所
)

【共同研究先】
大阪大学、東京大学、愛知県がん
センター、首都大学東京、国立が
んセンター、九州大学、藤田保健
衛生大学、筑波大学、近畿大学、
京都産業大学、理化学研究所、愛
知医科大学、国立感染症研究所、
慶応義塾大学、国立成育医療セン
ター、東京工業大学、大阪医療セ
ンター、北里大学、名古屋大学、
中部大学、名古屋市立大学、福島
県立医科大学、東京工科大学、埼
玉大学、北海道大学(菅原研究室)

【ＰＬ】
(独)産業技術総合研究所　糖鎖医
工学研究センター
センター長　成松 久
東京大学　生産技術研究所
教授　畑中 研一

　本研究開発では、糖鎖合成関連遺伝
子、糖鎖構造統合解析システム、糖鎖
合成装置といった基盤技術を活用する
とともに、生体サンプルから糖鎖や糖
タンパク質などの極微量の目的分子を
抽出する技術開発や種々の疾患マー
カーなどになり得る有用な特異的糖鎖
を特定し、これらの糖鎖や糖タンパク
質などの機能を分子レベルで効率的に
解明するための基盤技術を開発し、糖
鎖機能の解析を促進する。さらに、機
能が解明され重要と判断されたこれら
の分子構造を選択的に認識させるため
の、特異的糖鎖認識プローブの製法等
の開発により、糖鎖機能の活用を加速
する。また、ヒト型糖鎖の大量合成法
を開発し、産業上有用な新規糖鎖材料
開発を行う。
　これにより癌、免疫、感染症、再生
医療などの分野における画期的な早期
診断法の開発・実用化が期待されると
ともに個別化医療に向けた最適な治療
法や創薬への重要な手掛かりが得られ
るものと期待される。

　ポストゲノム時代の研究開発目標の一つが糖鎖科学であり、この分野は、世
界の中で我が国が優位に立っている。疾患特に癌領域においてタンパク質の糖
鎖修飾は生体内で重要な役割を果たしており、糖鎖の構造と機能の体系的な研
究および糖鎖抗原の大量生産は発展的な研究であり、実用化を念頭に研究を推
進していくことは非常に重要である。わが国を代表する研究者をリーダーとす
る国内最大規模の糖鎖研究組織で、4つのテーマにおいて、研究目標、研究手
段、研究成果の応用についてプランを実に上手く立てて、新規性に富んだ知見
や世界トップレベルの研究成果が多く得られている。中間での成果は質的量的
に設定目標基準を超え、更なる発展が期待される。ただ、医学・生物学と化
学・理工学的アプローチを行う２つのグループの関連性がやや明らかでなく、
新しいものや思いがけない発見など相乗的効果を発揮するために、さらに情報
交換を頻繁にして、より良いプロジェクトになるよう努力されたい。

平成20年度中間評価／審議対象プロジェクトの総合評価一覧（審議順）

総合評価 今後に対する提言

　短期的な成果の実用化先目標としてGXロケットを想定して
次世代ロケットの運用のためにシステム設計基盤技術を準備
しておくことは有効である。今後、実証機会の積み重ねが必
要であることから、GXロケットだけでなく、他ロケットや他
分野に適用できるように技術・システムの汎用化をさらに進
めるべきである。
設計高度化、迅速化、信頼性向上への対応は、国際競争力を
高めるために今後更に強化すべき点であり、不具合の早期発
見・復旧など、発射場打ち上げ管理の簡便化、高信頼性を確
保した低コスト化、ミッション対応設計技術の一元管理技
術、および打ち上げ後のデータフィードバックによる設計改
善手法の高度化などの研究開発を更にステップアップするこ
とが必要である。
　なお、本プロジェクトの成果は設計手法やアルゴリズム開
発に特化しており、実証が不足している。今後は、実際のロ
ケットと人工衛星のインテグレーションや打ち上げ機会に本
成果を適用し、得られた知見をフィードバックするプロセス
が重要である。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.6
研究開発マネジメント　  2.1
研究開発成果　　        2.1
実用化の見通し　　　　　2.3

　商業ロケット市場における我が国宇
宙産業の競争力を確保するために、ロ
ケットのシステム統合設計の信頼性を
高め、開発コストを削減するととも
に、開発期間の大幅な短縮を可能にす
る基盤技術（ヴァーチャルプロトタイ
ピング技術および高度信頼性飛行制御
検証技術）およびロケットユーザであ
る衛星とのミッションインテグレー
ション作業を効率的に進めミッション
インテグレーション期間を短縮すると
ともに、打上げ後の飛翔結果の分析を
確実かつ効率化するための基盤技術
（ミッション対応設計高度化技術）を
開発する。また、ロケットの打上げ前
の機体点検の自己診断・自律対応を可
能にし、かつ民生用小型ＬＮＧ気化設
備等の制御系設備にも適用可能な基盤
技術（次世代ＬＮＧ制御システム技
術）を開発する。

「次世代輸送系システ
ム設計基盤技術開発プ
ロジェクト」
P02008

期間（年）：2002-2010
総額：161.8億円
　　　（2002-2007）

 

【委託先】
(社)日本航空宇宙工業会、(株)
ギャラクシーエクスプレス

【ＰＬ】
なし

　宇宙輸送系は宇宙活動の重要なインフラストラクチャであり、その確立は国
の重要な政策である。日本の商用ロケットの国際競争力を高めるためには、ロ
ケットの打ち上げ性能の向上や、コスト低減ばかりでなく、受注から打ち上げ
までの期間・サイクル短縮、および信頼性向上が大きな課題である。このた
め、日本が得意とするIT（情報技術）、AI（人工知能）の技術を用いて輸送系
システム設計基盤技術の開発を行うことは、次世代ロケットの効率的開発・運
用が推進され、信頼性を向上させつつ期間短縮やコスト低減が達成されること
から、商用ロケットの市場シェア拡大、および宇宙機器産業の活性化につなが
ることが期待できる。また、ロケット以外の大規模システムにも応用できる波
及効果を有することからも評価できる。
　研究開発成果として、次世代LNG（液化天然ガス）制御システムでは、機体
点検自動化システム実証試験で当初目標通りの期間削減を実証し、民生用LNG
気化設備への適用可能性も確認できた。ミッション対応設計高度化では、①
ミッション対応設計情報一元管理技術、および、②ミッション解析情報設定技
術は中間目標を達成し、③打上げ当日ミッション解析・評価、および、④飛翔
中データ取得・機体評価技術については開発仕様を設定し、H22年度の実証試
験への準備段階にあり、最終目標を達成できる見通しである。
　なお、ロケットのシステム設計には、先端的技術開発と信頼性技術のバラン
スが必要であり、先端技術の導入が多いほど、その信頼性の実証も重要である
ことから、次世代LNG制御技術については更に実機での実証に努力し、ミッ
ション対応設計高度化技術については早い段階で実証試験を実施すべきであ
る。
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「新機能抗体創製技術
開発」
 P06009

期間（年）：2006-2010
総額：23.9億円
      (2006-2007)

【委託先】
(独)産業技術総合研究所、藤田
学園(藤田保健衛生大学)、キリ
ンファーマ(株)、(財)バイオイ
ンダストリー協会（参加機関15
社：（株）特殊免疫研究所、
（株）ペルセウスプロテオミク
ス、（株）カイオム・バイオサ
イエンス、（株）島津製作所、
（株）京都モノテック、あすか
製薬（株）、興和（株）、中外
製薬（株）、富士フィルム
（株）、横河電気（株）、帝人
ファーマ（株）、ＪＳＲ
（株）、ＡＧＣエスアイテック
（株）、東洋紡績（株）、東洋
紡バイオロジックス（株））

【共同研究先】
(財)癌研究会、東京大学先端科
学技術研究センター、東京大学
大学院新領域創成科学研究科分
子医科学、東京大学大学院新領
域創成科学研究科生命分子解析
学、京都大学再生医科学研究
所、東京理科大学薬学部、東京
理科大学基礎工学部、岡山大学
工学部、広島大学大学院生物圏
科学、広島大学大学院医歯薬学
総合、国立循環器病センター、
東北大学大学院工学研究科、大
阪大学大学院工学研究科、山口
大学工学部

【ＰＬ】
国立大学法人東京大学先端科学
技術研究センター
教授　児玉 龍彦

　ポストゲノム研究や診断・創薬等に
おいて重要となっている機能を有する
抗体を創製するため、創薬標的として
産業利用上重要だが、解析が困難な膜
タンパク質やタンパク質複合体を特異
的に認識できる抗体を系統的に作成す
る技術や抗体の分離・精製を高効率に
行うための技術の開発を行う。

  本事業は、我が国の抗体医薬の国際競争力をリードしようとするものであ
り、医薬品産業、生命科学産業の発展に貢献する重要なテーマである。プロ
ジェクトリーダーの卓越した指導力のもと、適切なマネジメントが行われ、ほ
ぼ目標を達成する成果が得られている。抗体創製技術開発においては、省庁間
連携によるin vivo イメージング開発など新たな展開もある。一部の抗体では
参加企業による抗体治療の治験が始まるなど、すでに実用化に近いものもあ
る。抗体分離精製技術開発においては、中間目標を超える成果が得られてお
り、要素技術の融合で実用化が見通される段階に達している。
　一方で、本事業では様々な技術開発を同時進行的に行っているが、多くの抗
体創製基盤技術の相互関係や抗体分離精製技術との関連などに不明確なところ
があり、標的をしぼるとともにより効果的な連携を検討する必要がある。ま
た、国内外の抗体医薬の開発と関連の知的財産など周辺状況も踏まえてプロ
ジェクトを推進し、知財に配慮しつつ成果をより積極的に公開することが望ま
れる。
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価
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　抗体創製技術開発においては、がん抗原に対する抗体作製
は継続すべきだが、すでに見出した候補のうち数種の抗体に
ついては有用性の検討を行っているものの、他の抗体に関し
ても早期に診断治療抗体としての有用性を見極める必要があ
る。多数の候補を得たことは大きな成果ではあるが、全ての
候補をこのグループ内の企業で開発することは現実的ではな
いであろう。候補となる抗原・抗体については早期に参加企
業以外の企業への導出なども考慮して実用化を推進すること
が望まれる。本事業の主要目的は抗体に関する基盤技術の開
発であり、多くの技術の相互関係を明確にし、抗体創製技術
開発と分離精製技術開発の技術交流を加速し効率的に基盤技
術の開発を推進することが望まれる。

【評点】
事業の位置づけ・必要性　2.9
研究開発マネジメント　  2.6
研究開発成果　　        2.3
実用化の見通し　　　　　2.1
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