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プロジェクト概要 

作成日 平成 20 年 5 月 1日 

制度・施策（プログ

ラム）名 
健康安心イノベーションプログラム  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 糖鎖機能活用技術開発プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０６０１０ 

担当推進部/担当者 バイオテクノロジー・医療技術開発部 主査 古川善規、主査 佐藤 久夫 

０．事業の概要 

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。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性につ

いて 

従来より、糖鎖機能の根本的な解明を行うことの重要性は認識されてはいたが、そのた

めに必要な研究手段の開発が不十分であり研究のネックとなっていた。しかし、研究手段

として不可欠であるヒト糖鎖合成関連遺伝子の取得数で我が国が世界のトップに立ち、さ

らに我が国が世界に先んじて糖鎖構造統合解析システムの開発や糖鎖合成装置の開発に

成功するに至り、いよいよ糖鎖とタンパク質を一体として捉えて糖鎖構造を機能に結びつ

けて根本的に解明し、その知見を活用し利用する段階に入ったため本事業の実施が必要と

なった。本事業は、イノベーションにより、国民が健康で安心して暮らせる社会の実現を

目指すことを目的とする「健康安心イノベーションプログラム」の一環として実施する。
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 事業の目標 

全体目標 

 

＜最終目標＞産業上有用な機能を有する糖鎖マーカーを、臨床サンプルから高効率に分画・精

製・同定する技術を確立する（未知の糖鎖マーカーである糖タンパク質５０種類以上、及び既

知の糖鎖マーカーである糖タンパク質２０種類以上について解析を終える）。また、糖鎖マー

カーの精製や診断用糖鎖構造解析等に供される新たな装置またはデバイスを開発する。これら

の糖鎖マーカーの中から、特許出願可能で産業上有用な糖鎖機能を３０種類程度見いだす。さ

らに、１０種類以上の糖鎖マーカーに対する糖鎖認識プローブを複数個作製し、実用化可能な

糖鎖認識プローブを数個開発する。 

大量合成技術については、１００種類以上のヒト型糖鎖を１０ミリグラムのオーダーで、また

２０種類以上のヒト型糖鎖をグラムオーダーで安価に合成する技術を開発する。 

＜中間目標＞既知及び未知の糖鎖マーカーである糖タンパク質２０種類以上に応じた分画・精

製技術の確立に目途をつけ、これらの糖タンパク質１０種類以上の構造を同定する。２０種類

程度の糖転移酵素遺伝子改変動物、５０種類程度の糖転移酵素遺伝子改変細胞株、５０種類程

度のヒト型糖鎖を作成し、機能解析や糖鎖認識プローブ作製に利用することにより、特許出願

可能で産業上有用な糖鎖機能を１０種類程度見いだす。さらに、５種類の糖鎖マーカーに対す

る糖鎖認識プローブを作製し、有用性を検証する。また、ヒト型糖鎖の大量合成技術の開発に

目処をたてる。  

 

研究項目① 糖鎖の高効率な分画・精製・同定技術の開発 

＜最終目標＞産業上有用な機能を有する糖鎖を生体試料から高効率かつ迅速に分画・精製・同

定する技術を確立する。これらの技術を活用し、未知の糖鎖マーカーである糖タンパク質５０

種類以上、及び既知の糖鎖マーカーである糖タンパク質２０種類以上について解析を終え、産

業上有用な３０種類以上の糖鎖（糖タンパク質）マーカーを同定する。また、糖鎖マーカーの

精製や診断用糖鎖構造解析等に供される新たな装置、またはデバイスを開発する。 

＜中間目標＞生体試料から、既知の糖鎖マーカーである糖タンパク質１０種類以上、未知の糖

鎖マーカーである糖タンパク質１０種類以上に応じた分画・精製技術の確立に目途をつけ、こ

れらの糖タンパク質１０種類以上の構造を同定する。 

 

研究項目② 糖鎖の機能解析・検証技術の開発 

＜最終目標＞特許出願可能で産業上有用な糖鎖機能を３０種類程度見いだす。  

＜中間目標（平成２０年度末）＞２０種類程度の糖転移酵素遺伝子改変動物、５０種類程度の

糖転移酵素遺伝子改変細胞株、５０種類程度のヒト型糖鎖を作成し、機能解析や糖鎖認識プロ

ーブ作製に利用する。また、特許出願可能で産業上有用な糖鎖機能を１０種類程度見いだす。

 

研究項目③ 糖鎖認識プローブの作製技術の開発 

＜最終目標＞１０種類の糖鎖マーカーに対する糖鎖認識プローブを複数個作製して有用性を

検証し、最終的に数個の実用化可能な糖鎖認識プローブを開発する。 

＜中間目標＞５種類の糖鎖マーカーに対する糖鎖認識プローブを複数個作製し、有用性を検証

するとともに、プローブ作製技術の開発に目途をつける。 

 

研究項目④ 糖鎖の大量合成技術の開発 

＜最終目標＞高価な合成材料を使用せずに、１００種類以上のヒト型糖鎖を１０ミリグラムの

オーダーで合成する技術を開発する。また、２０種類以上のヒト型糖鎖についてはグラムオー

ダーで安価に合成する技術を開発する。これらの糖鎖を用い、産業上有用な新規糖鎖材料を開

発し、その有用性を実証する。 

＜中間目標＞ヒト型糖鎖の大量合成技術の開発に目処をたてる。また、これらの糖鎖を用い、

産業上有用な糖鎖材料の開発に目処を立てる。 
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主な実施事項 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy  
糖鎖の高効率な分画・精

製・同定技術の開発 
      

糖鎖の機能解析・検証技術

の開発 
      

糖鎖認識プローブの作製技

術の開発 
      

 事業の計画内容 

糖鎖の大量合成技術の開発       

会計・勘定 Ｈ18fy Ｈ19fy Ｈ20fy Ｈ21fy Ｈ22fy 総額 

一般会計 1,190 1,190 1,000   3,400 

開発予算 

（会計・勘定別

に実績額を記

載） 

（単位： 

百万円） 総予算額 1,190 1,190 1,000   3,400

経産省担当原課 
製造産業局生物化学産業課 

産業技術環境局研究開発課 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

（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 

開発体制 

委託先（＊委託先が管理法

人の場合は参加企業数も記

載） 

Ⅰ．研究開発項目①～③ 

①（独）産業技術総合研究所（つくばセンター） 

②バイオテクノロジー開発技術研究組合 

（参加企業：７社） 

㈱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） 

（共同実施先） 

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 

Ⅱ．研究開発項目④及び②の一部 

①（独）産業技術総合研究所（北海道センター） 

②（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 

（共同実施先） 

東京大学、国立感染症研究所、慶応義塾大学、東京工科大学、

埼玉大学 

Ⅲ．研究開発項目③の一部 

北海道大学・菅原研究室 

 

情勢変化への

対応 

 

海外、特に米国では臨床サンプルの提供は NIH（NCI）が主導し短期間で行われている。

海外の糖鎖研究については幾つかのルートから情報収集を計り国際競合状況への対応を検

討している。 

文部科学省理研・システム糖鎖生物学プログラム、JCGG（日本糖鎖科学コンソーシアム）

などとも連携し、米国 CFG、HUPO などの機関からリアルタイムで情報を入手できる体制を構

築している。また、著しい成果を上げている分野にプロジェクト内配分を重点化させるため

に外部有識者委員を含めた研究推進委員会を設置して内容・方向性を吟味している。 
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Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

１．事業全体の成果 

 

１．１ 研究成果の概要（研究開発項目①～③） 

本項目では、研究項目①から③の成松グループの概要に、③の一部を実施する北海道

大学・菅原研究室を加えて述べる。 

 

生体サンプルから疾患関連糖鎖を網羅的に探索する数種の技術が確立された。１）リ

アルタイム PCR 法による糖鎖遺伝子発現の網羅的な定量解析,２）レクチンアレイによる

疾患特異的な糖鎖探索のためのレクチンの同定、３）そのレクチンを使用した糖タンパ

ク質・糖ペプチドのアフィニテイ分離および LC/MS による網羅的なハイスループットな

糖タンパク質の同定、４）変化した糖鎖の MSn による構造決定、５）IGOT 法による糖鎖

付加位置の決定、などの技術により着実に各疾患における糖鎖バイオマーカーが探索さ

れている。現時点では、バイオマーカー候補にとどまっているものが多いが、今後は多

数の臨床サンプルにおけるバリデーションのフェイズに入る。このフェイズには、有効

なプローブ開発が必須であり、候補分子の有用性にまずあたりを付けた後、プローブ開

発に進む。 

ノックアウトマウス開発は長い期間を要する。疾患と関連する可能性の高い遺伝子に

絞り込んであり、それらのマウスをすでに樹立することができた。ほとんどのマウスが

きわめて興味ある表現型を示している。今後、さらに深く機能解析を進める事により、

ヒト疾患モデルマウスとして有効活用できる。研究開発項目①で開発された技術を利用

すれば、マウスにおける糖鎖機能解析も順調に進むものと思える。 

糖鎖ライブラリーは種々の方面で有効利用できる。糖鎖チップに関しては、米国が先

行しているが、それよりも高感度でかつライブラリーサイズの大きな糖鎖ライブラリー

構築を目指している。GAG 糖鎖ライブラリー構築は、本プロジェクト特有のものであり

他に例をみない。ノロウイルスの結合する詳細な糖鎖構造を決定することができたが、

これは成功例の一例であり、今後、さらに他のウイルスや細菌、あるいは細菌毒素など

に応用可能であることを大いに示唆した。 

レクチンアレイも世界各処で開発されているが、本プロジェクトによるエバネッセン

ト波利用のレクチンアレイは他に例がない。本アレイの特徴はきわめて高感度でかつ定

量性に信頼がおける点にある。幹細胞の選別・品質管理にはきわめて有効であることが

判明した。ハイスループットな疾患関連糖鎖構造変化の検出にも威力を発揮している。

今後、エバネッセント波を利用した抗体アレイ作製も視野に入れている。 

 

１．２ 研究成果の概要（研究開発項目④「糖鎖の大量合成技術の開発」及び②の一

部） 

畑中グループではヒト型糖鎖の効率的な大量生産および産業利用に関する技術開発研

究を行っている。これまでの成果として、動物細胞を利用して９０種類以上のヒト型糖

鎖を同定した。糖鎖の大量合成では、１０ｍｇ以上の糖鎖生産を１１種類について合成

済みであり、新たに１０種類の合成に着手している。糖鎖精製では、安価な合成吸着剤

による濃縮と、遠心液液分配クロマトグラフィーによる分離・精製技術を確立した。糖

鎖高分子、糖鎖デンドリマーの作成では、細胞が生産した糖鎖を用いて水溶性の高い糖

脂質高分子を合成した。また、細胞を用いて合成したアジドアルキル化糖鎖に種々の官

能基を導入して材料表面への直接固定化、またアミド結合型糖鎖デンドリマーの合成を

行った。糖鎖機能分子利用病原体・毒素除去装置の開発では、電子線グラフト重合法を

用いて Gb3 固定化中空糸モジュールを試作、これを用いてベロ毒素 VT1 及び VT2 を 99%

以上除去できることを見出した。病原体・毒素と糖鎖の相互作用の解明では、破傷風毒

素やボツリヌス A型 12S 毒素と糖鎖との相互作用を検討し、新たな毒素-糖鎖結合を同定

した。また、HCV のエンベロープ蛋白の精製及び、HCV ウイルス、HBV ウイルス抗原を部

分精製した。また、GM3 型糖鎖固定化材料を作製し、インフルエンザウイルスとの相互

作用を調べた。糖鎖利用診断システムの開発では、＜モデル＞糖鎖固定化条件の最適化、

糖鎖固定化材料表面への非特異吸着を抑制する技術を確立するとともに、糖鎖を固定化

したチップの作成技術を確立した。さらに、＜モデル＞糖鎖を固定した LSPR＜センサー

＞デバイスを作製し、レクチンとの特異的結合を確認した。 
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２．研究開発項目毎の成果 

２．１ 研究開発項目① 糖鎖の高効率な分画・精製・同定技術の開発 

まず疾患関連微量糖鎖・糖タンパク質の分画・濃縮法につき開発を行った。１）レクチ

ンを駆使した濃縮法の開発、２）質量分析（MS）法の高感度化、３）疾患関連糖タンパク

質のハイスループットな同定法の開発、４）高分子ムチンの分離解析技術の解析、５）O-

グリカン分離分析法の開発、６）疾患関連糖鎖遺伝子の発現量を網羅的に同定する方法の

開発、などの方法論を開発し、疾患関連糖鎖の網羅的探索に供した。 

 

２．２  研究開発項目② 糖鎖の機能解析・検証技術の開発 

先の GG プロジェクトにより発見された糖転移酵素遺伝子のうち、癌化と関係している、

ヒト疾患と関連している可能性がある、組織特異性がある、などの要素を満たす遺伝子に

つきノックアウトマウスを作成している。すでに１０種類については順調に推移し機能解

析のフェイズに入った。。その後、観察された表現型を個別に詳細に解析するフェイズに

入っている。 

再生医療においては、間葉系幹細胞から各系統への分化度を反映する糖鎖構造変化をレ

クチンアレイによりプロファイリングすることに成功している。 

ポドプラニン分子上の O-グリカンが血小板凝集機能に必須であることを証明し、その

O-グリカン構造の決定、O-グリカン接着位置の決定などを行い、糖鎖機能分子としてのポ

ドプラニン分子の全構造を決定した。さらにポドプラニン分子に結合する内在性レクチン

の発見にもつながり、また酵母による機能ポドプラニン分子の大量発現にも成功した。 

ヒト型糖鎖ライブラリーを構築し、いくつかの方面の糖鎖機能解析のために供した。現

在、この糖鎖ライブラリーの固相化の新たな方法論も開発中である。グリコサミノグリカ

ン(GAG)糖鎖ライブラリーも合成した。これらの固相化により新たな GAG 結合タンパク質

の網羅的同定も進行中である。ノロウイルス(NoV)に結合する糖鎖構造も決定できた。多

くの NoV の亜株の各種糖鎖に対する詳細な結合活性を比較検討した。 

 

２．３ 研究開発項目③ 糖鎖認識プローブの作製技術の開発 

疾患関連糖鎖を認識結合するプローブを開発することを目的とする。以下の方法論によ

り研究開発を推進している。 

１）糖転移酵素欠損ノックアウトマウスを有効利用する。特異な糖鎖欠損ノックアウトマ

ウスは、その特異構造に対して効率的に抗体産生をする可能性が大いにある。癌関連糖脂

質に対するモノクロナール抗体作製を行い、多数のモノクロナール抗体の取得に成功して

いる。 

２）ファージライブラリーによる人工抗体の抗糖鎖抗体活性のスクリーニング。ライブラ

リーの改善・改良をまず最初に行い、これらのライブラリー中に含まれる各種抗原に対す

るファージ抗体をスクリーニングした。 

３）マウス B1 細胞のハイブリドーマ作製による抗糖鎖抗体のスクリーニング、B1 細胞の

特徴からこの細胞群は抗糖鎖抗体を産生する頻度が高いのではないか、との仮説に基づ

き、網羅的なハイブリドーマ作製を行いその中から抗糖鎖抗体をスクリーニング中。 

４）癌患者におけるフコシル化上昇に着目し、癌と深く関連したフコシル化糖タンパク質

を高感度に検出する方法論を構築している。 

５）酵母による糖タンパク質・糖ペプチドを大量発現し、抗原として供する。O-グリカン

を持つ糖ペプチド（ポドプラニン）を酵母で大量発現することに成功し、その機能解析を

行い、内在性の糖タンパク質と同様の機能を発揮することを確認した。IgA 腎症の原因と

推測されているヒンジ領域糖ペプチドを酵母で発現し抗原として免疫を始めた。その他、

癌抗原となる可能性が高いムチン分子の糖ペプチド発現を試みている。 

６）IgA 腎症の原因が、「IgA ヒンジ領域の糖鎖合成不全にある」、と指摘されて久しい

が、その決定的証拠はまだ解明されていない。ヒンジ領域糖鎖の構造解析はきわめて困難

であることがその原因である。この難問にチャレンジするため、まず１００名以上の患者

血清から、糖鎖構造にダメージを与えることなく IgA ヒンジ部分を精製する方法を確立し

た。現在、ヒンジ部分の O-グリカン構造、Fc 部分の N-グリカン構造を決定すべく、各担

当機関にて異なる方法論にて構造決定を行っている。構造決定が確定した後、その糖ペプ

チド構造を大量合成しプローブ開発に役立てる。 

投稿論文 「査読付き」８６件、「その他」５８件 

Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

特  許 「出願済み」１５件、「登録」０件。「実施」０件 
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２．４ 研究開発項目④糖鎖の大量合成技術の開発 

○ 多種類のヒト型糖鎖を生産する技術開発では、これまでに用いてきた細胞に加えて

乳腺細胞および神経細胞などの新しい細胞を用いることにより、９０種類以上のヒト型糖

鎖を同定し、細胞により生産された糖鎖を自動合成装置で再修飾する際の問題点を明らか

にした。また、糖転移酵素および加水分解酵素を大量に調製し、細胞が生産した糖鎖に作

用させることによって数種類の新しい糖鎖を得た。 

○ 大量のヒト型糖鎖を生産する技術開発では、マイクロキャリアー法による細胞別の

培養条件を検討し、実際に１０ｍｇ以上の糖鎖生産に適用した。また、繰り返し投与によ

り糖鎖生産の単価を下げること、さらに、ハムスターで増殖したヒト細胞を用いてのヒト

型糖鎖の生産に成功した。一方、プライマーとしてチオグリコシドを用いることで収率を

増加させることが可能となった（出願済）。また、細胞培養に適する中空糸素材を細胞別

に選択することで、半年以上の連続細胞培養に成功した。この結果は、糖鎖生産における

培地量の削減、生産コスト低下につながると考えられる。さらに、阻害剤で天然糖鎖合成

を阻害してプライマー由来の糖鎖生産量を増加できることを見出した（出願済）。合わせ

て、糖鎖生産は細胞懸濁液でも可能であることを発見した（出願済）。１０ミリグラムオ

ーダーの糖鎖生産に関しては、現在１１種類を合成済みで、新たに１０種類の合成に着手

している。 

○ 糖鎖の効率的精製では、安価な合成吸着剤を用いて大量の培地中から糖鎖を効率的

に濃縮出来る方法（出願済）、また、遠心液液分配クロマトグラフィーによる糖脂質類似

化合物の精製法を確立した（出願済）。さらに、イオン交換樹脂で酸性糖鎖画分のみを容

易に分離する技術を確立した。また、当初の研究計画には含まれていないが、糖鎖プライ

マーを投与して薬剤に起因する細胞の糖鎖生産異常を増幅して検知する方法を確立した

（出願済）。さらに、フルオラスタグを有する糖鎖プライマーを種々合成して細胞による

糖鎖生産に及ぼす景況を検討した。 

○ 糖鎖高分子、糖鎖デンドリマー作成技術の開発では、細胞を用いて生産した糖鎖を

用いて糖鎖高分子を合成するとともにＭＰＣ（リン脂質を含むモノマー）との共重合体を

合成し、水溶性の高い糖脂質高分子を得た。また、脂質、糖鎖、ＭＰＣの三元共重合体を

合成し、細胞内のゴルジ体に運ばれることを発見した（出願済）。さらに、細胞を用いて

生産したアジドアルキル化糖鎖に種々の官能基を導入し（出願済）、アジドアルキル化糖

鎖を材料表面へ直接固定化することに成功した（出願済）。また、細胞を用いて生産した

アジドアルキル化糖鎖を還元して得られるアミノ基を有する化合物を用いてアミド結合

型糖鎖デンドリマーを合成した。 

○ 糖鎖機能分子利用病原体・毒素除去装置の開発では、電子線グラフト重合法を用い

て糖鎖固定化技術を確立し、Gb3 固定化中空糸モジュールを試作した（出願済）。また、

固定化糖鎖の性能評価に必要な試験法（バッチ法、循環法）を確立した。Gb3 固定化中空

糸はベロ毒素 VT1 を 99%以上除去した。また、２段階固定化法の開発により、同 VT2 の除

去率も 99%以上とすることに成功した。 

 

２．５ 研究開発項目②糖鎖の機能解析・検証技術の開発 

○ 病原体・毒素と糖鎖の相互作用の解明では、破傷風毒素やボツリヌス A 型 12S 毒素

と糖鎖との相互作用を検討し、既知の相互作用に加え、新たな毒素-糖鎖結合を同定した。

HCV のエンベロープ蛋白を精製するとともに HCV 感染細胞系からのウイルス部分精製法を

確立した。また、HBV 持続産生細胞株を樹立し培養上清からウイルス抗原を部分精製した。

さらに、HIV のエンベロープ蛋白、感染性粒子の産生細胞株を作製しエンベロープ蛋白を

取得した。一方、GM3 型糖鎖固定化材料を作製し、インフルエンザウイルスとの相互作用

を調べた。 

○ 糖鎖利用診断システムの開発では、＜モデル＞糖鎖固定化条件の最適化を行った。

また、糖鎖固定化材料表面への非特異吸着を抑制する技術を確立するとともに、糖鎖を固

定化したチップの作成技術を確立した。さらに、＜確立した技術に基づき、モデル＞糖鎖

を固定した LSPR＜センサー＞デバイスを作製し、レクチンとの特異的結合を確認した。

投稿論文 「査読付き」３６件、「その他」７件 

Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

特  許 「出願済み」１４件、「登録」０件。「実施」０件 
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Ⅳ．実用化の見通し

について 

 

研究開発項目①～③ 

研究開発項目① 糖鎖の高効率な分画・精製・同定技術の開発 

1) 癌その他の糖鎖マーカーを認識するプローブを開発、これを用いた高感度な簡便な

検出・診断システムを開発する。その結果、癌その他の疾患の簡便なキット化、複

数のマーカー分子を一枚のチップで同時に検出などが期待できる簡便で、同時多種

の検査が早期診断、鑑別診断につながる。 

2) 血清や組織の生体試料を診断キットに乗せる前に必要となる、前処理装置の開発 

3) レクチンアレイ、糖鎖アレイ、抗体アレイの検出装置を診断装置としての商品化。

さらに、アレイチップも消耗品として商品化される。 

 

研究開発項目②「糖鎖の機能解析・検証技術の開発」 

4) 本研究で開発され、種々の疾患と関連付けられた糖鎖改変ノックアウトマウスは、

疾患モデルマウスとして、医薬開発上価値の高い評価系 

5) 本研究で機能が分子レベルで同定されたマーカー分子は創薬標的化合物の可能性

を与える。 

 

研究開発項目③ 糖鎖認識プローブの作製技術の開発 

6) 本研究で開発している疾患マーカー分子に対するプローブは、上記診断システムを

構成する消耗品として、あるいは単独の販売。 

7) 見いだした糖鎖マーカー分子そのものも、プローブ開発や機能解明上価値が高い。

 

研究開発項目④及び②の一部 

本プロジェクトにおける④糖鎖の大量合成技術開発及び②糖鎖の機能解析、検証技術開

発成果を利用して、（１）有用で価値の高い糖鎖を製造する糖鎖サプライヤー、（２）糖

鎖の持つ認識機能を有効活用する新規インテリジェント材料、（３）糖鎖の持つ病原体・

毒素との相互作用を利用して血液中の病原体・毒素を除去する病原体・毒素除去装置、（４）

糖鎖機能を利用した病原細菌･ウイルス･毒素などの迅速、簡便、正確な検出法としての実

用化、事業化の見通しがある。 

    

評価履歴 平成 20 年度 中間評価実施  

Ⅴ．評価に関する 

事項 評価予定 平成 23 年度 事後評価実施予定 

 

Ⅵ．基本計画に関す

る事項 
策定時期 

 

・平成１８年 １月 制定。 
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糖鎖機能活用技術開発全体の研究開発実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「糖鎖機能活用技術開発」 実施体制図

ＮＥＤＯ技術開発機構
プロジェクトリーダー

(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

協議・指示

バイオテクノロジー開発技術研究組合 [研究開発項目①、②、③]

【集中研究所】産総研（つくば）内 (株)島津製作所▼、 (株)モリテックス▼ 、 三菱化学(株) ▼ 、

(財)野口研究所▼、 三井情報(株) ▼ 、 グライコジーン(株)
【共同実施】 九州大学、 大阪大学（谷口研、山元研）、 大阪医療ｾﾝﾀｰ、 京都産業大学、 愛知医科大学、

愛知県がんｾﾝﾀｰ、 藤田保健衛生大学、 首都大学東京、 創価大学、 国立感染症研究所（武田研）、

国立成育医療ｾﾝﾀｰ、 国立がんｾﾝﾀｰ、 北里大学 、慶應義塾大学（高柳研）、 東京大学（入村研、田口研）、

東京工業大学、 筑波大学（正田研、高橋研）、 福島医大、 近畿大学、 名古屋大学、 中部大学、名古屋市立大

(独)産業技術総合研究所 糖鎖医工学研究センター（つくば） [研究開発項目①、②、③]

(財)化学技術戦略推進機構 [研究開発項目②、④]

【集中研究所】東大生産技術研究所内 DIC(株)、 (財)野口研究所［項目④］ 、

カネカ(株)、 キャノン(株)、 (株)林原生物化学研究所

【共同実施】 東京大学（畑中研）、 国立感染症研究所（戸山庁舎、村山庁舎）、 慶応義塾大学（佐藤研）、

東京工科大学（箕浦研）、 埼玉大学（松岡研）

北海道大学 ［研究開発項目③］

共同研究

委

託

▼印： 一部分担研究

【分担研究】

タカラバイオ(株)

(独)産業技術総合研究所 北海道センター [研究開発項目④]
共同研究
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「糖鎖機能活用技術開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
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。 
 

２）今後に対する提言 
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。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
糖タンパクから、癌化、免疫不全の解明と予防・治療法の開発へのアプローチは

タンパク質構造解析、機能性 RNA とならんで、ポストゲノム時代の重要な位置を

占めるものである。欧米諸国に比較し、わが国が先行している分野であり、学術研

究から医療面への応用が期待でき、健康安心イノベーションプログラムの目標達成

にも資する可能性が高い。公共性も高く、産業化につながる可能性も期待できる。

糖鎖機能の研究が実際の医療に貢献するためには、産学の協力や、個々の研究者が

一つの戦略的研究集団を形成することが不可欠であり、NEDO の関与が必要である。 
予算は有効に使われ、内外の技術開発動向、国際競争力、市場動向、政策動向の

調査は適切に行われている。また、社会に還元できる有用な応用研究をできる限り

追加し、工学的な応用面が強化されることにより、多くの国民にも有用な方法とし

て期待できるよう、医療、工学双方の研究開発の出口のバランスをとることが必要

である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
  病気の診断等に糖鎖を利用する研究として、内外の技術及び市場動向等を見据え

た戦略的な目標と研究実施計画が適切に立案され、各要素技術など順当に確立され

ている。全体を統括する指導力、判断力に優れたプロジェクトリーダーが選任され、

産総研および東大に設置された集中研究サイトを、プロジェクトリーダーが研究開

発を直接に統括管理する方法は合理的であり、ほぼ満足のゆくマネジメントが行わ

れている。今後、一層出口を意識する段階となるので、全体評価システム・組織の

構築や開発チーム間の連携を進め、臨床でのニーズをより的確に把握できる目利き

の配置が必要である。また、糖鎖の専門家以外の医学生物学の専門家もプロジェク

トにとり込み、より多様性をもたせるべきである。どの糖鎖を大量生産すれば、ど

のような有用な応用研究が実施可能か医学的生物学的見地を加味して考慮し、新規

な応用事業も期待したい。 
 
３）研究開発成果について 
  研究開発成果は、全体的に中間目標値をクリアしている。新たな技術領域を開拓

して、幾つかの成果は世界初あるいは世界最高水準であり、投入された予算に見合

った成果が得られている。最終目標を達成できる見込みはあるが、課題とその解決

の道筋を明確にするなどの改善も必要である。新しい技術開発がなされており、レ

クチンマイクロアレイ法はテーラーメード治療に利用できる可能性及び汎用性があ

るので評価できる。知的財産権については、適切に行われているが、的確に確保す

るためには、企業と連携するなどして、よい成果はできる限り国際出願に移行する

ことを期待する。論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているが、今後、
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一般に向けて広く情報発信をすることが求められる。 
 
４）実用化の見通しについて  
  難病の原因となる糖鎖異常の解明、病気の診断への糖鎖利用などは公共性があり、

単クローン抗体、レクチンなどの利用して有用な癌抗原が１つでも見出せれば、医

療現場で広範な利用が期待できる。本研究開発は関連分野への技術的、経済的・社

会的波及効果を期待でき、プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育

成等を促進するなどの波及効果を生じている。研究成果の産業への応用の観点から

は、商品として成り立つかを検証し、柱となる応用例を示して、企業のより積極的

な関与が必要である。また、糖鎖の人工合成による社会への提供に関しては、わが

国の高い糖鎖合成技術にも関わらず、海外に水をあけられており、早急な対策が望

まれる。医療や応用研究に使う場合、大量の生産が必要であり、現在、研究室で確

立された方法を大量生産に適した方法に改良する工学的工夫が進められている。本

プロジェクトの出口としてこれらの点を再度検証し、より実用性のある応用研究を

追加していくことが必要である。 
 
 

 

 

 

 



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及び今後に対する提言 

① 糖 鎖

の 効 率

的 な 分

画 ・ 精

製・同定

技 術 の

開発 

産総研の優れた過去の研究成果の上に、新しい方

法論を考案し、糖鎖の分画、精製、同定技術の開発

を進め、エバネッセント波励起蛍光法を利用した超

高感度レクチンマイクロアレイ、O-型糖鎖分析にお

ける SMME 法、エンリッチ法、質量分析法を組み

合わせた糖鎖構造解析法の開発など新技術開発が

進んだ。「癌化により糖鎖構造は変化する」という

コンセプトに基づいて腫瘍に特徴的な糖鎖構造を

選択し、たんぱく質を探索する腫瘍マーカーの開発

と実際試料への解析応用の成果実績はみごとであ

る。この研究は、異常糖鎖を見出す感度が非常に大

事で、利用されている装置の感度に見合うかどうか

も検討されている。未踏の領域のマーカー候補の探

索、腫瘍抗原、臨床のデータや検体の多様性の問題

などでは臨床現場との意見交換を頻繁に行い、学会

等で検証しながら進めてもらいたい。また、幹細胞

選別手法の検討で分化・成熟初期の細胞が同定でき

ると良い。 

本グループは、国内企業と上手くタイアップして機

器開発を進めている。今後、バイオマーカーの研究者

と糖鎖構造変化の共同研究を押し進め、癌特異的な糖

鎖などが見出されば、早期診断など実用化は可能だと

考えられる。ＰＣＲアレイや糖鎖プロファイリングに

ついては特異性と網羅性については注目に値する、特

に幹細胞の検出分離は極めて有用である。当初懸念さ

れていたレクチンの特異性はさして大きな問題ではな

く、安定した再現性の高いデータが得られることが判

明した。このことは将来、様々な医療機関で利用する

可能性を考慮すると、とりわけ重要な成果であると思

われる。糖鎖研究に特化したハイスループット、高性

能の装置はそれほど多くの需要はなく、グローバルな

市場の開発が必要であろう。しかし、優れた癌マーカ

ー測定用となると、事情は全く変り、新しい技術の開

発は新しい装置の作成につながり、やがて実用化され

る。本研究全体の成果が開発装置の実用化と大きく結

びついている。 
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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及び今後に対する提言

② 糖 鎖

の 機 能

解析・検

証 技 術

の開発 

糖鎖遺伝子ノックアウトマウスの作製は、疾患モデ

ルや機能解析には良い手段であり、癌により変動する

遺伝子、組織特異的発現を示す遺伝子を選び 8種類の

糖転移酵素遺伝子ノックアウトマウスが作製され、そ

の機能解析が進められている点は評価できる。２年程

度の期間ながら、世界のトップレベルの研究成果を出

しており、これらの、ノックアウトマウスの糖鎖構造

の解析とその表現型の解析から、糖鎖の機能解析が一

気に進むものと期待できる。また幹細胞選別手法に糖

鎖を用いていく試みも非常にユニークである。高いレ

ベルの機能解析、多岐にわたる研究テーマは研究体制

の充実を感じる。ノックアウトマウスの結果はどこま

でヒトの糖鎖機能の解析に適用できるかの検証が重

要であるが、予めヒトの疾患に関連した遺伝子の絞り

込みがなされているため、疾患に関連した糖鎖機能の

解明が期待できる。また、生物内における一つの物質

の機能の解明はいろいろな機構の総和を見ているこ

とが多いので、現れた現象の解釈には注意する必要が

ある。腫瘍マーカーは研究に比重をつけ、絞り込むべ

きである。 

この研究項目は、実用性というよりは、学術的に

評価される内容であるが、糖鎖遺伝子ノックアウト

はヒト疾患モデルや薬剤のスクリーニングによる医

薬品開発に利用されるなど市場価値が高いものが多

く、研究成果の実用化例として非常に重要である。

すでに研究手段、動物モデルを作っているので、こ

れからどのような変化が起こっているかを詳しく解

析していく必要がある。 

IgA腎症と糖鎖との関連の解明の成果に期待した

い。多くの腫瘍マーカーが得られており、そのうち

のいくつかは実用化できるであろうが、一般に、が

んの治療に役立てるには時間がかかるので、腫瘍マ

ーカーの絞り込みが必要である。また、ノックアウ

トマウスの結果がどこまでヒトに反映し、利用し得

るかという検証が必要である。 
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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及び今後に対する提言

③ 糖 鎖

認 識 プ

ロ ー ブ

の 作 製

技 術 の

開発 

糖鎖認識プローブの作製は、腫瘍マーカー開発に繋が

り、また、糖鎖の変化は炎症性疾患でその重要性が認識さ

れつつあり、利用範囲は広がっている。糖鎖認識プローブ

として糖鎖認識抗体に着目し、多種多様の抗原を作製し糖

鎖構造の差異を認識させる試みや、最新の抗体作製方法を

導入して有用な抗体の作製を行うなど幅広く展開してい

る。また、レクチンアレイ解析や質量分析を用いる糖鎖構

造解析により、糖鎖構造そのものから癌マーカーの同定を

試みるアプローチの成功は本グループならではの特徴的

な成果と評価できる。中間評価の時点であるが、今後の成

果が期待される。糖鎖腫瘍マーカーの臨床評価について、

プロジェクト内で統一の評価基準を設けて、バリデーショ

ンをしっかりと行う必要があり、そのためには、臨床サン

プルの出所とは別に集中的なバリデーションを行う専門

組織を造るのが望ましい。その際、ガイドラインや各施設

の倫理指針にそって倫理審査の手続きは、かなりの労力が

必要であることは理解できるので、倫理委員会に届け出

て、それらの検体をプロジェクト内で相互に融通できるよ

うにする仕組みがあれば研究の効率があがると期待され

る。癌マーカーについても、もう少しフォーカスした方が

よい。臨床的にどの場面で活用できるかを考え、必要な変

更を期待する。 

検査診断が一番需要の多い分野となることが

予測されるが、癌の診断マーカーとして糖鎖そ

のもの、糖鎖を認識する抗体など多くのシーズ

か当プロジェクトにおいて開発途中であり、そ

のうちいくつかは癌の早期診断薬として実用化

されることが期待される。指向性のある抗原の

作製技術や、いくつかの新規な抗体が得られて

おり、将来展望は明るい。また、対象とする炎

症性疾患として患者数が多く、医療費は莫大な

IgA腎症を選んだのは賢明で、研究の進展、結果

が待たれる。しかし現在中間評価の時点である

ため実用化のめどがついているものはあまり多

くない。限られたリソースを有効活用するため、

マイクロアレイ等を使った精密な重要な糖タン

パクの洗い出し作業を実施していることは妥当

である。免疫組織化学での手技の検定方法の確

立や特色づけ、バリデーション等をこれまで以

上に行う必要がある。また製薬会社と特許面で

競合する可能性がある。本手法が、実用化され

るためにも、特許面を充実化することを望む。
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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及び今後に対する提言 

④ 糖 鎖

の 大 量

合 成 技

術 の 開

発 (一部

糖 鎖 の

機 能 解

析・検証

技 術 の

開 発 含

む) 

合成が難しいといわれる糖鎖を、細胞を利用して

生物学的に産生させる大量合成技術および精製技

術は、アイディアとして面白く独創性の高い方法で

ある。比較的容易に、いろいろの糖鎖の合成に成功

し、約１年に渡り連続的糖鎖産生できる点は評価で

き、ヒト型糖鎖の大量合成、新規糖鎖材料の開発の

目処という中間目標以上の成果を達成している。応

用性や汎用性について実現可能なものを選出して

いる点がすぐれている。しかし、多数の糖鎖を合成

できているが、糖残基間の結合様式を正確に決定し

ておくことや、どこまで機能的に重要かつ実用化に

結びつくかというしぼり込み方法についての検討

が必要である。今後、糖鎖の機能解析については、

臨床との関係を考慮に入れて、その点に絞って進め

るなど効率化が重要と考えられる。他のグループと

の協調については、交流を深めたほうがより良い研

究が可能と考える。 

糖鎖の実用化に関して有用糖鎖11種類を10mg以上の

合成を完了しており、方法論が確立できれば、細胞培

養施設の拡大で、ウイルス、細菌などのワクチンへの

応用が期待され、実用化できる可能性がある。中空糸

モジュールによるベロ毒素除去やボツリヌス毒素除去

などに糖鎖合成技術を応用化して実用化する試みは評

価できる。またデンドリマーという新たな技術は素晴

らしい。しかし、中間評価時点で調製できる糖鎖の種

類および糖鎖量を考慮して、市場性のある有用な応用

研究項目を再度検討し追加することも大事である。ま

た、菌体及び毒素除去カラムは１つしか実用化されて

いないが、ウイルスやトキシンの臨床検査は、すでに

完成し実用化された競合物はいくつもあり診断精度や

経済性において、数段優るものでなければ市場実用化

は難しい。大量生産の有用性をさらに宣伝し、医薬品

開発、DDSなど糖鎖の産業利用のターゲットをもう少し

広く考えてみてはどうか。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 

1.7

2.6

2.1

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し

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

 
 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.9 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ A 
２．研究開発マネジメントについて 2.1 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ

３．研究開発成果について 2.6 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ A 
４．実用化の見通しについて 1.7 Ｂ Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

（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     ・非常によい        →Ａ 
・重要           →Ｂ     ・よい           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ     ・概ね妥当         →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた→Ｄ      ・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)実用化の見通しついて 
・非常によい        →Ａ     ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ     ・明確              →Ｂ 
・概ね適切         →Ｃ     ・概ね明確         →Ｃ 
・適切とはいえない     →Ｄ     ・見通しが不明              →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

①糖鎖の効率的な分画・精製・同定技術の開発、②糖鎖の機能解析・検証技術

の開発及び③糖鎖認識プローブの作製技術の開発  
   

  

1.9

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化の見通しについて

研究開発成果について

平均値

 
評価項目 平均値 素点（注） 

・研究開発成果について 2.6 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 
・実用化の見通しについて 1.9 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 
（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)研究開発成果について           (2)実用化の見通しついて 
・非常によい        →Ａ     ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ     ・明確              →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ     ・概ね明確         →Ｃ 
・妥当とはいえない     →Ｄ     ・見通しが不明              →Ｄ 
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④糖鎖の大量合成技術の開発(一部 糖鎖の機能解析・検証技術の開発含む)  

 

  

1.1

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化の見通しについて

研究開発成果について

平均値

 

評価項目 平均値 素点（注） 

・研究開発成果について 2.0 Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 
・実用化の見通しについて 1.1 Ｂ Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 
（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)研究開発成果について           (2)実用化の見通しついて 

・非常によい        →Ａ     ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ     ・明確              →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ     ・概ね明確         →Ｃ 
・妥当とはいえない     →Ｄ     ・見通しが不明              →Ｄ 
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