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平成２０年度実施方針 

 

バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 

1. 件 名 : (プログラム名) 健康安心イノベーションプログラム 

              (大項目) ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発 

    (中項目) 化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 

2. 根拠法 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第１項第二号 

 

3. 背景及び目的・目標 

 近年、創薬の研究開発コストの増大、新薬承認件数の減少等により、創薬に関わる企業負担と

開発リスクが増大している。 近のゲノム研究及びポストゲノム研究の進展により、ヒトゲノム配列が

解読され、さらに疾患に関連するタンパク質等が解明されていることから、現在数百ある創薬ター

ゲットの数は１０倍以上に増加すると期待されている。このため、今後の創薬国際競争においては、

創薬プロセス初期のターゲット探索段階において、いかに確実に創薬につながる新たな創薬ター

ゲットを確定することが極めて重要になっている。また、創薬候補の化合物についても、コンビナトリ

アルケミストリーの進展により化合物の種類は急速に増加したものの、創薬ターゲットにヒットする化

合物の増加には必ずしも結びついていない状況である。こうした状況の中、欧米では、化合物の探

索を含めた研究開発が進行しており、このため我が国においても生物機能を制御する新規骨格化

合物等を探索・評価する技術開発を推進することが必要である。 

 本研究開発では、ポストゲノム研究の産業利用が期待される「ゲノム創薬」の加速を支援するため、

我が国の強みとする完全長ｃＤＮＡリソースや、世界 高レベルのタンパク質の相互作用解析技術

等を 大限に活用し、創薬ターゲット候補となりうるタンパク質相互作用の解析等により創薬ター

ゲット候補の絞り込みを行うとともに、疾患等の生物現象を制御する新規骨格化合物等の探索・評

価を行うための技術開発を行うことにより、創薬等の研究開発を加速する。これによりバイオテクノロ

ジーの産業化において有用な知見が蓄積しバイオ産業の情報基盤を強化する。また個別化医療

や画期的な新薬の創出の期待ができるとともに、我が国バイオ産業の競争力強化・新産業の創出

を図り、国際的優位性を確保することを目的とする。 

 

中間目標（平成20年度末） 

タンパク質の相互作用解析技術の高速化・高感度化に目途をつけるとともに、疾患に係わるタン

パク質相互作用等を解析し、創薬ターゲット候補となる新規の重要なタンパク質相互作用情報を

250以上同定する。また、疾患を制御する化合物の探索・評価技術の開発に目途をつけ、産業上

有用な化合物等を25以上取得する。 

 

終目標（平成22年度末） 

超高速・高感度にタンパク質の相互作用を解析する技術を開発し、疾患に係わるタンパク質相

互作用の解析等を行うことにより、創薬ターゲット候補となる新規の重要なタンパク質相互作用情

報を５００以上同定する。また、得られた情報を元に、創薬ターゲットや疾患メカニズムの解明を行う

とともに、疾患を制御する化合物の探索・評価技術を開発し、産業上有用な化合物等を50以上取

得する。 
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4．実施内容及び進捗（達成）状況 

平成１８年度より、産業技術総合研究所生物情報解析研究センター夏目徹チーム長をプロジェ

クトリーダーとして、以下の研究開発を実施している。 

 

4.1 平成１９年度（委託）事業内容 

≪社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(ＪＢｉＣ)≫ 

【タンパク質の相互作用解析等により創薬ターゲット候補・疾患メカニズムを解明する技術の開発】 

①タンパク質相互作用ネットワーク解析技術の開発 

 サンプル測定系のロボット化などにより、タンパク質間相互作用ネットワーク解析技術の更なる

高感度化・自働化・ハイスループット化を図った。特に、プルダウンロボットの開発サンプル調整

全工程の自動化を中心に実施した。具体的に、本ロボットは、回収された細胞からの細胞ライ

ゼートの調製、抗体磁気ビーズを用いたｂａｉｔタンパク質を含むタンパク質複合体の分離、そして

タンパク質の変性とプロテアーゼ処理によるペプチド化の工程を自動化するものである。本システ

ムの特徴は、1 個流しでサンプルを調製するところにある。そのため、サンプル間の条件を正確に

一致させることができる。本ロボットを、既に開発している細胞回収ロボットに組み込むことにより、

細胞回収からタンパク質複合体のペプチド化という一連の質量分析用サンプル調製工程の全

自動化に成功した。その結果、標準サンプルを用いて検出感度を調べたところ、導入前の約２０

倍に上がった。この解析技術の導入により、生活習慣病・神経変性疾患・癌などの幅広い疾患

領域の発症メカニズムに関連する相互作用情報を１,７８０個取得した。また、新規な創薬ター

ゲット候補となるタンパク質の相互作用情報を１６０個取得した。それ共に、低分子生理活性化

合物のターゲットタンパク質を同定する技術開発を行った。具体的には、あらゆる化合物とその

ターゲットタンパク質を高効率にプルダウンする技術である。この開発を進め、課題解決型企業

連携によりターゲットタンパク質の同定を実施し、本年度は化合物２５個の解析をおこない、約３０

０個（平均１２個）のタンパク質相互作用情報を得た。 

     （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、アプライドバイオシステムズジャパン(株)、味

の素(株)、アステラス製薬(株)、エムバイオテック(株)、協和発酵工業(株)、第一三共(株)、大鵬薬

品工業(株)、田辺三菱製薬(株)、東レ(株)、日本化薬(株)、ナラプロ・テクノロジーズ(株)、インテッ

ク・ウエブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス(株)、共同研究：（独）産業技術総合研究所、岐阜大

学、群馬大学） 

 

②タンパク質相互作用情報の検証技術の開発 

相互作用の探索および検証のためのヒト遺伝子のリソースとして、ｃＤＮＡをGateway化したヒ

ト・エントリークローンおよび変異エントリークローンの作製を実施した。また、これらエントリーク

ローンのｃＤＮＡから発現させた組換えタンパク質を使い、創薬ターゲット候補となるタンパク質を

含む複数のタンパク質の相互作用をｉｎ ｖｉｔｒｏで再構成する技術開発を実施した。この再構成

系を利用して、部分的な欠失や置換を持たせた変異タンパク質の相互作用を解析することに

よって創薬ターゲット候補の相互作用部位を推定可能にした。次に、創薬ターゲット候補に特異

的に結合する分子プローブを多数作製した。このとき、相互作用再構成系とｉｎ ｓｉｌｉｃｏのタンパ

ク質相互作用予測技術によって推定される相互作用部位に結合する分子プローブを主に作製

した。各分子プローブを相互作用再構成系に加えて、結合によって相互作用を制御（阻害、促

進、模倣など）する機能を持つ分子プローブを選抜した。この分子プローブは、創薬ターゲット候

補の相互作用を制御した場合に得られる効果を化合物の開発に先だって検証可能にした。さら

に、各分子プローブを改変し、相互作用の制御機能を細胞内でも果たすイントラボディーを作製

し、これによって細胞内で特定の相互作用だけを特異的に制御し、これが疾患に関連した形質
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に及ぼす効果を細胞レベルで解析可能にした。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、ビアコア(株)、インビトロジェン(株)、(株)プロ

テイン・エクスプレス、ジーンフロンティア(株)、共同研究：（独）産業技術総合研究所、大阪府立

大学、京都大学再生医科学研究所、京都大学大学院理学研究科、京都大学大学院医学研究

科、東北大学大学院医学系研究科） 

 

③タンパク質相互作用予測技術の開発 

タンパク質間相互作用ネットワーク解析実験から得られる優先度の高い標的相互作用情報か

らタンパク質－タンパク質相互作用モデルを構築し、スクリーニング候補となる化合物約300万件

をドッキングシミュレーションに基づくｉｎ ｓｉｌｉｃｏスクリーニングで予測した。この予測結果である阻

害候補化合物をｉｎ ｖｉｔｒｏ評価系で生物活性評価を行い、結果を相互作用解析チーム、天然

物スクリーニング、合成チームにフィードバックすることを行った。また、ヒット化合物間での相互作

用の共通性を計算機で定量化し、化合物の 適化も実施した。相互作用モデル構築のシステ

ムはH１８年度でほぼ完成しているが、H19年度も引き続き実施し改良を加えた。具体的には、分

子動力学シミュレーション技術の導入による高精度化を目指した改良を行った。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、大鵬薬品工業(株)、共同研究：（独）産業技

術総合研究所） 

 

④疾患関連遺伝子探索技術の開発 

液性因子/受容体相互作用に着目し、機能未知の液性因子をコードするcＤＮＡについて、Ｈ

ｉｇｈ ｓｐｅｅｄ ｋｎｏｃｋ－ｉｎ（ＨＳＫＩ）システムによりノックインキメラマウスを作製し、表現型解析を

実施した。生理活性を示した遺伝子については、疾患との関連性検討や作用メカニズム解明の

ための二次評価を実施した。具体的には、H１９年度末までには、２５０種の候補遺伝子選定と分

泌チェックを完了し、分泌が確認された遺伝子１５２種についてノックインベクター構築を完了した。

ノックインベクターを用いたジーンターゲティングにより、１１２種の遺伝子についてノックインＥＳク

ローンの取得を完了した。ノックインＥSクローンを用いて９８種の遺伝子についてキメラマウス作製

を実施した。６２種の遺伝子についてノックインキメラマウスの表現型一次評価（１６週齢）を完了

し、生理活性を示した遺伝子については二次評価に着手した。 

（実施体制：キリンファーマ（株）、共同研究：早稲田大学、大阪大学大学院医学系） 

 

【生物機能を制御する化合物等を探索・評価する技術の開発】 

⑤化合物等の探索技術の開発 

メモリーダイ法、ＦＣＣＳ（蛍光相互相関分光法）、ＦＲＥＴ（蛍光エネルギー共鳴移動）、αスク

リーニング系などを使って、疾患関連相互作用を指標にスクリーニング系を多種構築した。過剰

発現により細胞に障害をもたらすタンパク質を伴う相互作用においては、ｉｎ ｖｉｔｒｏでのメモリー

ダイ測定系を構築した。スクリーニング系に応じて、蛍光タンパク質の蛍光特性の改変改良を実

施した。メモリーダイ法での発現確認を行なうために、メモリーダイ法で使用する蛍光タンパク質

の断片を特異的に認識できる抗体を作製した。 

タンパク質相互作用等を指標としたスクリーニング系の構築が困難な疾患関連遺伝子につい

ては、モデル生物である酵母、ショウジョウバエ、マウスを用いたハイスループットかつ高精度な表

現型スクリーニングシステムを構築した。具体的には、分裂酵母・出芽酵母にヒト完全長ｃＤＮＡ

を導入・過剰発現し、致死等の表現型変化を引き起こす遺伝子を同定し、その致死効果の回復

を指標として対象の遺伝子産物の特異的阻害剤を探索した。また、ヒト疾患関連遺伝子の出芽

酵母ホモログ変異株を用いた薬剤探索系を確立し、スクリーニングを実施するとともに表現型解
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析を行うことにより、薬剤を評価した。ショウジョウバエの神経変性疾患モデル、糖尿病モデル、リ

ウマチモデル等を用いて個体レベルの表現型に対する化合物の作用を高感度に検出するアッ

セイ系を構築し、スクリーニングを実施した。マウスを用いて、哺乳類体内時計（行動リズム）をモ

デル系とした転写ネットワークを制御する化合物の探索・同定方法の確立を行い、スクリーニング

を実施した。 

各製薬企業より供給されるサンプルも含め、多様な構造を有する天然物、特に微生物代謝産

物をソースとして大規模な天然物ライブラリーを整備・構築した。これらのライブラリーを用いて、タ

ンパク質間相互作用を指標にしたスクリーニングを中心にスクリーニングを展開した。特に癌、糖

尿病に関しては、タンパク質間相互作用解析の結果明らかになった相互作用に基づき酵素活

性や遺伝子発現など、疾患に関与する細胞内経路全体を狙ったアッセイ系も同時に確立しスク

リーニングを行った。化合物同定を迅速に行うため、各種分析装置よりオンラインで化合物の同

定が行えるデータベースの構築を進め、ヒット後の活性物質同定の効率化を促進した。スクリー

ニングサンプル調製に関しては、製薬企業より分譲された菌株からのスクリーニングサンプルの

調製を行うと共に、NITEと各菌株の遺伝子解析や二次代謝産物の成分分析を進め、有用微生

物の集積化を進めると共に、様々な培養条件を検討し多様なスクリーニングサンプル調製を行っ

た。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、アマルガム（有）、(株)医学生物学研究所、

インビトロジェン(株)、メルシャン(株)、旭化成ファーマ(株)、味の素(株)、ｱｽﾃﾗｽ製薬(株)、協和

発酵工業(株)、合同酒精(株)、興和(株)、第一三共(株)、(株)三和化学研究所、塩野義製薬

(株)、大正製薬(株)、武田薬品工業(株)、田辺三菱製薬(株)、(株)ニムラ･ジェネティック･ソリュー

ションズﾞ、（財）微生物化学研究会、明治製菓(株)、共同研究：（独）産業技術総合研究所、

（独）理化学研究所和光研究所・神戸研究所、（独）製品評価技術基盤機構、大阪大学微生物

病研究所、京都大学、北海道大学、東京大学新領域創成科学、首都大学東京、長浜バイオ大

学、慶應大学、広島大学医歯薬学総合研究科） 

 

⑥化合物等の高機能化技術の開発 

スクリーニングにより得られた生体機能を制御する化合物の活性を高めるため、天然物を母骨

格にもつ誘導体を合成した高機能天然物誘導体ライブラリーを作製した。このため、誘導体を高

速合成するために必要な合成ブロックの合成法の確立と自動化を図るとともに、高い多様性を有

する３次元立体構造テンプレートを開発し、２００種類の化合物ライブラリーを構築し活性評価を

行った。具体的には、天然物を母骨格にもつ誘導体についてコンビナトリアル合成を行い、誘導

体を高速合成するために必要な合成ブロックの自動化を図った。３次元的に置換基を配置でき

る新規なラクタム化合物のコンビナトリアル合成を行い、活性を評価することで、タンパク－タンパ

ク結合を標的とする新規な医薬品のリード化合物の探索を目指す。天然物を基にした3次元立

体構造テンプレート(３Ｄ－Ｓｃａｆｆｏｌｄ) を用いてコンビナトリアル合成を行い、化合物ライブラリー

のスクリーニングを実施し、ヒット化合物の探索を行い、その結果を３Ｄ－Ｓｃａｆｆｏｌｄ化合物ライブ

ラリーの設計にフィードバックし、ライブラリーの高機能化を実施した。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、東レ(株)、旭化成ファーマ(株)、共同研究：

東京工業大学、東京大学先端科学技術研究センター、東北大学大学院薬学研究科） 

 

⑦化合物等の評価技術の開発 

実験動物を用い個体レベルでの安全性及び薬効の評価システム構築のために、生体内イ

メージングの基盤技術の確立を目指す。本年度は、特にビジュアルスタビライゼーション技術を

改良し、生体の脈動・拍動による画像のぶれを10um以下に抑えることを目標に実施した。疾患
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モデル動物の病態可視化のための蛍光プローブの確立、蛍光発現遺伝子動物の作製（２－３

種類）を実施した。 

上記と共に、約１００種類の化合物および各種薬効・毒性標準品をヒト培養細胞およびラットに

曝露して細胞・組織サンプルを調製し、独自のヒトおよびラット遺伝子マイクロアレイ・システムに

よってそれらのサンプルの遺伝子発現プロファイルを体系的に取得・解析し、化合物等の生物学

的活性(薬効と毒性)を基盤研究段階で評価する技術開発を目標としている。平成１９年度は、

重点対象薬剤としてスタチン系を選択し、その中から複数種類選択してラットに曝露し、可能な

限り多種類のラット組織の遺伝子発現プロファイルを解析することによって、これまで報告されて

いない遺伝子発現レベルを指標とした毒性情報の取得を実施した。また、将来的な実験動物代

替毒性試験法への応用を考慮して、化合物曝露実験にヒト胎盤あるいは正常皮膚由来の正常

細胞（ケラチノサイト等）を加えた。さらに、製薬企業からの強い要望により、各種の抗癌剤に対し

て感受性の大きくことなる細胞株群について、各々取得した遺伝子発現プロファイルから抗癌剤

感受性と相関する遺伝子群の同定を行った。 

  （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、オリンパス(株)、（株）東レリサーチセンター、

(株)ニッポンジーン、共同研究：(独）産業技術総合研究所、（独）理化学研究所筑波研究所、

東京大学情報理工学系、北海道大学、福島県立医科大学） 

 

⑧総合調査研究 

タンパク質相互作用ネットワーク解析やケミカルゲノミックスの研究開発に係わる技術動向の

調査・情報収集を国内外の関連学会参加等により行う。また、本プロジェクトの方針決定や推進

状況の把握を行うため、研究推進委員会等を開催する。 

  （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム） 

 

≪バイオテクノロジー開発技術研究組合(バイオ組合)≫ 

  ⑨マイクロサテライトマーカーを利用した疾患関連遺伝子探索技術により特定された疾患感受

性遺伝子群の創薬価値抽出技術の研究開発 

   生活習慣病の主因子と予想される高血圧感受性遺伝子ＬＰＩＮ１とＳＭＯＣ２を中心に質量分

析システムや酵母Ｔｗｏ Ｈｙｂｒｉｄ法等のタンパク質相互作用解析、発現制御解析、変異マウス

個体を用いた機能解析等により感受性遺伝子を中心とした制御ネットワークを明らかにすること

を目的とし検証中である。また、リウマチの原因のキーと考えられる感受性遺伝子ＮＦＫＢＩＬ１に

ついても独自に作製したノックアウトマウスを用いてその発症メカニズムの解明を目指し検証中で

ある。 

  （実施体制：ジェノダイブファーマ（株）、共同研究：東海大学医学部猪子研究室） 

 

  ⑩ｓｉＲＮＡライブラリー等を用いた生物機能制御遺伝子の探索技術及び創薬標的検証技術の

研究開発 

アステラス製薬では、遺伝子破壊マウスや遺伝子過剰発現マウスの表現型から抗肥満･抗糖

尿病因子として知られるＡＧＦ（Angiopoietin-related growth factor）および生物機能が未解明

な AGF ファミリー遺伝子の機能解析等に取り組み、糖尿病治療薬創製のための創薬標的とし

ての評価を行った。肝実質細胞が AGF の標的細胞のひとつであり糖新生抑制作用を有するこ

と、また、AGF の糖新生抑制作用について詳細に解析し、その作用メカニズムを明らかにした。 

さらに、独自の研究成果から標的候補として選択した AGF ファミリー遺伝子のひとつである X

遺伝子（遺伝子名非開示）について機能解析を進めた。具体的には、先ず、野生マウス及びレ

プチン受容体遺伝子変異マウス（db/db マウス）と高脂肪食負荷マウスの２種類の糖尿病モデル
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マウスから調製した副睾丸脂肪組織の経時サンプルを用いた包括的遺伝子発現解析を行い、

これら２種類の糖尿病モデルマウスにおいてともに発現低下が認められた X 遺伝子に焦点をあ

てて機能解析を行った。X 遺伝子は、その発現に概日振動が認められ、遺伝子産物である蛋白

質 X の血中レベルにも概日振動が認められた。一方、これら糖尿病モデルマウスの副睾丸脂肪

組織における X 遺伝子の発現は低下しており、概日振動も減弱していた。野生マウスの血中レ

ベルが高い時間帯に、蛋白質 X を３週間に渡って db/db マウスに腹腔内投与した結果、対照

に比べて体重や肝重量の低下、血中インスリン濃度の低下や、インスリン抵抗性の改善等の効

果が認められた。さらに前駆脂肪細胞株 3T3-L1 細胞を用いた解析の結果、遺伝子 X には、脂

肪細胞分化に関わる機能やインスリン感受性に関わる機能が示唆された。また、上記研究と平

行して前駆脂肪細胞 3T3-L1 にｓｉＲＮＡを高効率で導入可能とする技術を確立した。 

 東海大学では、肝細胞株 H4ⅡEC3 において糖新生抑制活性を示したメフェナム酸の構造類

似化合物のバーチャルスクリーニングを実施し、バーチャルスクリーニングにより選択したメフェナ

ム酸構造類似化合物情報を北里大学に開示した。一方、北里大学では、バーチャルスクリーニ

ングで選択したメフェナム酸の構造類似化合物のうち、購入或いは合成した３２化合物及び化合

物ライブラリー用として合成したベンゾジアゼピン骨格を有する４化合物の合計３６化合物をアス

テラス製薬に送付した。アステラス製薬における活性評価により、３６化合物中７化合物に糖新生

抑制活性が確認されるとともに、化合物高質化に展開可能な新たな骨格を有する化合物を見出

した。 

  （実施体制：アステラス製薬（株）、共同研究：東海大学医学部平山研究室、北里大学薬学部

長瀬研究室） 

 

  ⑪化合物又は相互作用を探索、評価する基盤技術の研究開発 

  糖尿病に関与することが示唆されているＰＰＡＲＡとＲＸＲＡタンパク質の相互作用を測定する

にあたり、測定ターゲット以外の非特異検出が課題であったが、ブロッキング条件と緩衝液条件

を適正化した結果、非特異検出率 0.28（適正化前：0.84）への向上に成功した。 

また、金ナノ粒子センサの解析データ蓄積が少ないため、リード化合物探索ができるなど、ア

プリケーション開発が課題であったが、モデルタンパク質にアステラス製薬でもリード化合物創製

アッセイ系構築に使用したＰＰＡＲとＲＸＲ系を、リード化合物に 9-cis レチノイン酸を用いて、リー

ド化合物添加によるシグナル変化の有無を検討した。その結果、０．１ｍＭ以上の 9-cis レチノイ

ン酸で相互作用増大を示し、金ナノ粒子センサのリード化合物探索への適用の可能性を確認し

た。 

夾雑物中測定では測定ターゲット濃度が低いためにシグナルが小さくなる場合が多い。夾雑

物を含む環境下での検出技術の開発を行うにあたって、小さい測定シグナルを特異的に増幅す

ることが課題であった。１９年度研究においてはＦｌａｇ－ＲＸＲＡ測定シグナルを抗Ｆｌａｇ抗体で特

異的に増幅することに成功した。 

金ナノ粒子センサを用いた生体分子間相互作用測定装置の 大の課題は検出感度であり、

現行装置の抗体検出感度は１μｇ／ｍｌと他社製品よりも数桁低いことが課題であった。１８年度

に装置の検出感度向上を目的に、装置性能に与える影響が大きい分光光度計を現行装置より

も高スペックなものを用いて新装置を製作したので、１９年度研究において新装置の抗体検出感

度をＢＳＡと抗ＢＳＡ抗体で評価を行った。その結果、０．０１μｇ／ｍｌ抗ＢＳＡ抗体検出に成功し、

現行装置（抗体検出感度：１μｇ／ｍｌ）からの感度向上を確認した。 

糖尿病関連のトランスポーター遺伝子のアッセイ系構築を目的とし、平成１８年度にｈＯＣＴ１

遺伝子のクローニングとｍｅｔｆｏｒｍｉｎ（経口糖尿病薬）の輸送活性の測定に成功し、今年度は日

本人における発現頻度の高い変異体の輸送活性の測定に成功した。 
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   卵母細胞の特長である、基質薬物の細胞内への注入を実現させるため、平成１８年度に引き

続き、自動化装置の試作機の作製を行った。さらに、注入する基質の分子量の違いによる細胞

内への基質保持状態の解析も行った。また、平成２０年度以降に計画していた質量分析計によ

る卵母細胞からの化合物の分析に成功した。 

   （実施体制：（株）日立製作所） 

 

⑫総合調査研究 

本プロジェクト領域での研究状況の進展の早さに鑑み、研究開発における方向付けの 適化

と問題点の迅速な処置により研究を効率的に推進する必要がある。そのため、a．研究開発推進

のための会議（二社間アステラス⇔日立、アステラス⇔東海大学、グループ間ＪＢｉＣ⇔バイオ組

合）の開催、b．技術調査、情報収集の実施、c．成果報告書の作成及び成果の外部発表を実

施する。 

（実施体制：バイオテクノロジー開発技術研究組合） 

 

4.2 実績推移                                        

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

ＪＢｉＣ ＪＢｉＣ ＪＢｉＣ ＪＢｉＣ ＪＢｉＣ 

 

バイオ組合 バイオ組合 バイオ組合 バイオ組合 バイオ組合 
＊2,492 ＊＊2,2７4    実績額推移 

①一般会計 

（１00 万円） 
140 127    

5 7    特許出願件

数（件）      
0 0    

96 102    論文発表数 

（報） 0 12    

122 122    フ ォ ー ラ ム

等（件）  1 2    

  ＊：232 百万円を春加速として追加 

  ＊＊：210 百万円を春加速として追加 

 

5．事業内容 

5.1 平成２０年度事業内容 

産業技術総合研究所生物情報解析研究センター夏目徹チーム長をプロジェクトリーダーとして、

以下の研究開発を実施する。実施体制については別紙を参照のこと。 

 

≪社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム(ＪＢｉＣ)≫ 

【タンパク質の相互作用解析等により創薬ターゲット候補・疾患メカニズムを解明する技術の開発】 

①タンパク質相互作用ネットワーク解析技術の開発 

脂肪細胞・神経細胞・特殊ながん細胞など、疾患のメカニズム解明・創薬ターゲット同定に必

要な多種類の細胞を使用可能とするための、ｂａｉｔタンパク質発現技術の開発を続けるとともに、

内在性タンパク質複合体を解析する技術開発を行う。 更に多くの細胞腫に適用できるように解

析技術の改善を行いながら、疾患関連タンパク質ネットワーク情報を 1,500 個以上取得する。ま
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た、創薬ターゲット候補となる新規の重要なタンパク質相互作用情報を 70 個以上同定する。中

間評価までには、疾患関連タンパク質ネットワーク情報を 3,000 個以上、創薬ターゲット候補の

タンパク質相互作用情報を 300 個以上取得する。 

我が国が誇る世界 高水準の産業ロボット技術を応用し、人間のマニュアル操作ではもはや取

扱うことの出来ない微量タンパク質複合体を細胞より抽出し、前処理する全ての過程を高精度に

自動化し、解析のスループットと感度を共に向上させる。サンプル調製工程の 適化を行い、細

胞回収ロボットを平成 18 年度、タンパク質プルダウンロボットを平成 19 年度に開発したので、本

年度は、これらのロボットを組み合わせた全自動のサンプル調製システムを構築し、質量分析用

サンプル調製の 適化を行う。中間評価までには、ロボットの 適化の後、ＨＥＫ２９３Ｔ細胞を用

いたルーチン解析の条件検討を終える。 

抗体により認識される低分子のタグを化合物に付加し、タグ付けされた化合物を生きた細胞に

作用させた後、抗体によって化合物－タンパク質複合体を抽出し、上述の質量分析システムによ

りターゲットタンパク質を同定する技術開発を行う。本テーマは課題解決型企業連携により実施

する。化合物ターゲットタンパク質を高効率に同定する技術開発の改善をおこない、化合物 10

個のターゲットタンパク質の同定を行う。 

     （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、アプライドバイオシステムズジャパン（株）、味

の素（株）、アステラス製薬（株）、エムバイオテック（株）、協和発酵工業（株）、第一三共（株）、

大鵬薬品工業（株）、田辺三菱製薬（株）、東レ（株）、日本化薬（株）、共同研究：（独）産業技

術総合研究所、岐阜大学、群馬大学） 

 

②タンパク質相互作用情報の検証技術の開発 

相互作用の探索および検証のためのヒト遺伝子のリソースとして、ｃＤＮＡをＧａｔｅｗａｙ化したヒ

ト・エントリークローンおよび変異エントリークローンの作製を引き続き行い（１４０クローン以上、中

間評価までに40クローン））、各チームにクローン供給を行う。また、既存のエントリークローンの

情報整理を行い、酵母スクリーニングチーム等にスクリーニング用クローンの供給を行う。 

相互作用の探索、検証、スクリーニングに用いるヒトタンパク質を200種以上（中間評価までに

60種）コムギ胚芽無細胞系を中心として発現させ、各チームに供給する。特にタンパク質大量発

現を行い、スクリーニングチームへのタンパク質供給を行う。これに伴って、タンパク質発現技術

の改良を行い、量および質の向上を計る。  

相互作用の探索、検証、スクリーニングに用いるヒトタンパク質発現用のためのベクター構築を

2種類以上（中間報告までに1種）行う。細胞局在を指標としたスクリーニングは、H19年度に幾つ

かの成果を上げているので、 Ｇａｔｅｗａｙエントリークローンやベクター系を利用し、新しいスクリー

ニングシステムを構築しつつ、「スクリーニング技術開発」チームと協力して、生理活性物質の探

索を行う。 

また、本ヒト・エントリークローンは創薬スクリーニング技術開発や創薬候補化合物探索材料と

して有望な人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の効率的作製のためのリソースとしても活用する。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、ビアコア（株）、インビトロジェン（株）、（株）プ

ロテイン・エクスプレス、ジーンフロンティア（株）、共同研究：（独）産業技術総合研究所、大阪府

立大学、京都大学） 

 

③タンパク質相互作用予測技術の開発 

H20 年度では、特に「標的タンパク質間相互作用様式に基づく相互作用制御化合物のｉｎ ｓｉ

ｌｉｃｏスクリーニング」について、より多くの標的について解析を行う。H19 年度に実施したいくつか

の解析事例から、タンパク質-タンパク質相互作用や、タンパク質-リガンド相互作用の作用機序
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の理解や化合物 適化設計指針において分子動力学計算の活用が効果的であったので H20

年度では、タンパク質-タンパク質ドッキング結果やタンパク質-リガンド構造からの分子動力学計

算モジュールへのパイプラインを構築し、分子動力学計算を含んだ高精度解析のハイスルー

プット化を目指す。化合物の分子動力学計算パラメータの自動作成システム、構造トラジェクト

リー自動解析システムの構築が重要課題となる。 

H19 年度に引き続き、化合物ｉｎ ｓｉｌｉｃｏスクリーニングのための化合物データベース、天然化

合物データベースの構築と管理を継続する。これに加え、H20 年度では、化合物構造 適化に

必要な化合物のフラグメントデータの作成を行う。フラグメントデータの収集には、Ａｓｔｅｘの提唱

する「Ｒｕｌｅ ｏｆ 3：分子量３００以下、ＣｌｏｇＰ 3 以下、水素結合受容・供与対 3 以下」等を参考

にする。 

H18 年に引き続き、相互作用ネットワーク解析チームにおいて予測された新規標的タンパク質

間の相互作用モデル情報に基づき、天然化合物チームおよびライブラリー合成チームと連携し、

その相互作用を制御しうる化合物をｉｎ ｓｉｌｉｃｏスクリーニングにより予測する。特に H19 年度の

成果の一つである HDAC と結合する天然化合物の高活性化の実績を生かし、天然化合物のｉｎ 

ｓｉｌｉｃｏ技術による高活性化の解析を重点的に取り組む。 

平成 19 年度に引き続き、医薬品の標的となりうるタンパク質相互作用モデルとｉｎ ｓｉｌｉｃｏスク

リーニングデータをもとに、阻害候補化合物のｉｎ ｖｉｔｒｏ評価系での生物活性評価を行い、結果

を相互作用解析チームにフィードバックする。この情報を加味して相互作用モデル、及び化合物

の 適化を実施し、生物活性評価を行う。特に、化合物のハイスループットスクリーニングのため

の、評価系をミニチュア化、酵素や試薬の量、比率、インキュベーション時間などの 適化を目

指す。 

予測システム開発については分子動力学計算の統合化を目指す。解析では、約 10 例の標

的タンパク質の相互作用予測、約 5 つのタンパク質複合体への化合物のｉｎ ｓｉｌｉｃｏスクリーニン

グ、約 3 つの天然化合物のｉｎ ｓｉｌｉｃｏによる高機能化を目指す。 

平成 20 年度より筑波大学、臨床医学総合研究所との共同実施にて、インフルエンザウィルス

の RNA ポリメラーゼ複合体をターゲットとした阻害剤の探索を in silico スクリーニングにて実施

する。具体的には RNA ポリメラーゼ複合体の構成蛋白である PA と PB1 について結晶構造情

報をもとにタンパク質立体構造を作成し、分子動力学解析により、PB1 ペプチドと PA との相互

作用解析を行い、得られた知見を元にドッキングシミュレーションを行い、化合物の in silico スク

リーニングを行う。 

（実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、大鵬薬品工業（株）、共同研究：（独）産業

技術総合研究所、筑波大学、臨床医学総合研究所） 

 

④疾患関連遺伝子探索技術の開発 

HSKI システムによる一次評価については、機能未知液性因子 cＤＮＡを高発現するノックイン

マウスの作製及び解析を継続して実施し、２０年度末までに計１２０種（平成１９年度までの実績６

２種を含む）の cＤＮＡについて全表現型データの取得を完了する。また可溶化受容体ノックイン

システムの有用性が実証されたことを受け、候補遺伝子選抜にあたっては可溶化受容体を積極

的に取り入れて行く。 

生理活性を示した遺伝子の二次評価（疾患との関連性検討やメカニズム解明のための検討

を実施し、創薬ターゲットとしての有用性を明らかにする）について、特に平成 19 年度内に特許

出願予定の 2 因子（＃３７、＃７４）については、当初計画（平成 20 年度以降）より早く平成 19

年度内に創薬ターゲットとしての有用性が示されたことを受け、これら因子とその受容体候補分

子に関する創薬研究（下記）を 重点課題として取り組む。重点課題とは、抗腫瘍作用のメカニ
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ズム解明、他の抗腫瘍剤との併用試験／血管に対する作用メカニズム解明／受容体候補分子

との相互作用検討／血管系に異常をきたす他の疾患との関連性の調査・検討／低分子化合物

やヒト抗体によるシグナル制御も考慮に入れたこれらツールの整備／各種改変体タンパク質の活

性評価／生理活性を反映したインビトロ系構築等である。以上の取り組みの成果については、

平成 20 年 12 月までに完了を予定している優先権出願に収載する。一方、上記 2 因子以外に

ついてもノックインマウスの表現型にもとづき優先順位をつけた上で、順次二次評価に着手する。 

また、上記に加え共同研究先では、それぞれマウス血中タンパク質を迅速に二次元電気泳動

分離する技術を確立し、それを用いてノックインマウス血中タンパク質変動に関する解析に着手

し、ノックインマウスにおいて見出された表現型について、臨床の観点から、疾患との関連性やヒ

ト由来試料を用いた研究実施の可能性について調査・検討を継続する。 

平成２０年度の達成目標（＊は中間評価平成２０年７月までの目標）は以下の通りある。 

HSKI システムによる一次評価：ＨＳＫＩシステムの各ステップにおける平成２０年度末到達目標

（平成１９年度までの達成分を含む）について以下に記す。 

・候補遺伝子選抜（可溶化受容体を含む） ：３７５種 

・ノックインベクター構築 ：２２７種 

・ノックイン ES 細胞クローン取得 ：１７５種 

・ノックインキメラマウス作製 ：１６０種 

・ノックインキメラマウス表現型解析（データ取得完了） ：１２０種 

生理活性を示した遺伝子の二次評価： 因子ごとに以下に記載。 

＜因子＃３７＞ 

（＊）ヒト＃３７組換え体（現状はマウス＃３７組換え体を用いて評価）の調製と評価完了。 

（＊）膵臓癌、肺癌以外の癌種を用いた抗腫瘍試験、及び他の抗腫瘍剤との併用試験完了。 

 ・血管系への作用メカニズム解明研究への着手。 

 ・血管系に異常をきたす疾患との関連性調査・検討への着手。 

・＃３７と受容体候補分子の相互作用を制御する化合物スクリーニング完了（産総研と共同）。 

・＃３７と受容体候補分子の相互作用を制御するヒト抗体取得に着手。 

＜因子＃７４＞ 

（＊）ヒト＃７４組換え体の調製、及び投与による再現性／抗腫瘍効果確認完了。 

・因子＃３７、＃７４に関する以上の研究結果について平成 20 年 12 月までに完了予定の優先

権出願に収載。 

＜新規因子＞ 

・因子＃３７、＃７４以外の新規生理活性因子 1 種以上について二次評価に着手。 

（実施体制：キリンファーマ（株）、共同研究：早稲田大学、大阪大学大学院医学系） 

 

【生物機能を制御する化合物等を探索・評価する技術の開発】 

⑤化合物等の探索技術の開発 

平成 20 年度も、引き続き土壌等の天然物資源より、菌株の取得を継続する。また、製薬会社

より提供された菌株については、培養を行いスクリーニングサンプル調製を進める。海洋産物か

らの菌株分離およびこれまでにない手法での菌株の分離を進める。菌株分離に関しては、従来

の放線菌およびカビ由来のサンプルに関しては、製薬系企業より多くのスクリーニングサンプル

の供給を受けているため、H20 年度は量よりも質を高めた菌株ライブラリーおよびスクリーニング

サンプルを調製することを目的とする。具体的には、製薬系企業が手薄なバクテリア、地衣類、あ

るいは海洋由来の菌株などの充足を図る。また、土壌菌に関しては、低栄養、高塩濃度あるいは

フッ化物含有培地など、様々なストレスを与えた状態で分離すること行う。従来のサンプル調製
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に関しては、企業分譲株もあるため、産総研では週に１６０サンプルは調製を行う。ＮＩＴＥに関し

ては、生合成遺伝子が転写翻訳されているか否かを容易に判定するような技術の開発を進める

と共に、特殊な培養法などを検討して行く。 

スクリーニングに関しては、タンパク質相互作用を指標にしたスクリーニングに加え、重要なタ

ンパク質相互作用に関しては、相互作用のみでなく酵素活性および遺伝子発現などを入れた総

合的なｐａｔｈｗａｙを指標にアッセイ系を構築し、スクリーニングを展開する。テーマ①「タンパク質

ネットワーク解析」で得られた疾患関連因子についてはタンパク質相互作用を制御する化合物を

得ることを目的として実施する。「タンパク質ネットワーク解析」で得られた重要遺伝子については、

その遺伝子の発現を指標したスクリーニング系を年に 2 個以上展開する。これに加えて、20 年

度からは、タンパク質相互作用から見出したターゲット意外についても積極的に展開する。 

主にテーマ⑤－１「スクリーニング技術開発 (蛍光イメージング)」で開発された蛍光タンパク質

技術を指標に、メモリーダイ法およびＦＣＣＳ法を用いて年に5個以上のスクリーニングを行う。本

系に関しては、かなりのハイスループット化が達成できており、スクリーニング系の供給がボトル

ネックとなる可能性がある。また、各社からの供給サンプルをさらに効率良く処理するために、３８

４-ｗｅｌｌベースから１５３６-ｗｅｌｌベースへの転換など積極的に系の改良を進める。タンパク質相互

作用に限らず、癌に関しては、固形癌微小環境特異的に作用する化合物、スプライシング阻害

剤、遺伝子修復阻害剤、細胞分裂関連タンパク質局在制御物質などをターゲットにスクリーニン

グを行う。その他、抗菌抗カビ物質に関しても積極的にスクリーニングを行う。 

外部（酵母、ハエ等の表現系スクリーニング）供給に関しては、引き続きサンプル供給を行うと

ともに活性物質の単離生成を行う。必要に応じて、アッセイ系の導入を行い、産総研集中研にて

スクリーニングを行い、スクリーニングの効率化を図る。各製薬企業等から供給されるスクリーニン

グサンプルに関しては、契約に従い供給可能なチームへは分注供給する。これらに関しても、活

性物質の単離精製を担当する。また、単離天然化合物ライブラリーを作成するため、何らかの生

理活性物質を生産している菌株に関しては、ある一定以上のスケールで培養し、網羅的に化合

物を単離する。これに加え、より迅速に二次代謝産物中の化合物の同定を行えるように、主にＵ

ＰＬＣ-ＴＯＦ-ＭＳおよびＬＣ-ＮＭＲを用いて、目的化合物を迅速に同定するシステムおよびデー

タベースの充実化を進める。さらに、これまでに得られた化合物に関して、構造活性相関やコン

ピューターシミュレーションを用いて、より臨床薬としての開発を目的とした化合物の誘導体合成

を展開する。 

一方、ｉＰＳ細胞では、その作製効率の低さやその安全性等が懸念されており新たな因子の探

索が望まれている。そこで、本開発では本プロジェクトで集積している天然化合物ライブラリーを

その因子の候補として活用する。 

更に、平成 20 年度より、筑波大学、臨床医学総合研究所との共同実施にて、インフルエンザ

ウィルスの RNA ポリメラーゼ複合体の構成蛋白である PA と PB1 の相互作用を阻害する抗ウィ

ルス剤候補となる化合物を探索する。 

 （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、アマルガム（有）、（株）医学生物学研究所、

インビトロジェン（株）、メルシャン（株）、旭化成ファーマ（株）、味の素（株）、アステラス製薬（株）、

協和発酵工業（株）、合同酒精（株）、興和（株）、第一三共（株）、（株）三和化学研究所、塩野

義製薬（株）、大正製薬（株）、武田薬品工業（株）、田辺三菱製薬（株）、（株）ニムラ･ジェネ

ティック･ソリューションズﾞ、（財）微生物化学研究会、明治製菓（株）、共同研究：（独）産業技術

総合研究所、（独）理化学研究所和光研究所・神戸研究所、（独）製品評価技術基盤機構、大

阪大学微生物病研究所、京都大学、北海道大学、東京大学新領域創成科学、首都大学東京、

長浜バイオ大学、東京医科歯科大学、慶應大学、筑波大学、臨床医学総合研究所） 
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⑥化合物等の高機能化技術の開発 

スクリーニングにより得られた生体機能を制御する化合物の活性を高めるため、天然物を母骨

格にもつ誘導体を合成した高機能天然物誘導体ライブラリーを作製する。このため、誘導体を高

速合成するために必要な合成ブロックの合成法の確立と自動化を図る。高い多様性を有する3

次元立体構造テンプレートを開発し、化合物ライブラリーを構築し活性評価を行う。インシリコグ

ループとスクリーニンググループと共同体制でデザイン、合成，評価を進める。 

天然物を母骨格にもつ誘導体については、コンビナトリアル合成を行い、誘導体を

高速合成するために必要な合成ブロックの自動化を図る。インシリコグループとスク

リーニンググループとさらに強固な共同体制でデザイン、合成、評価を進める。 

３次元的に置換基を配置でき、生体分子を模倣することのできるラクタムテンプレート、あるい

は新規テンプレートのデザインを検討しコンビナトリアル合成を行う。化合物の活性を評価するこ

とで、タンパク−タンパク結合を標的とする新規な医薬品のリード化合物の探索を目指す。 

天然物を基にした 3 次元立体構造テンプレート(3D-Ｓｃａｆｆｏｌｄ) を用いてコンビナトリアル合

成を行う。化合物ライブラリーのスクリーニングを実施し、ヒット化合物の探索を行い、その結果を

3D-Ｓｃａｆｆｏｌｄ化合物ライブラリーの設計にフィードバックし、ライブラリーの高機能化を行う。 

平成２０年度の達成目標は、インシリコグループ、天然化合物グループと共同して有効な化合

物を 1 つまたは 2 つ見出す。 

  （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、東レ（株）、旭化成ファーマ（株）、共同研

究：東京工業大学、東京大学先端科学技術研究センター、東北大学大学院薬学研究科） 

 

⑦化合物等の評価技術の開発 

本プロジェクトの実用化連携企業が開発し、臨床試験途中に毒性が判明した薬剤候補物質

について、その企業の研究施設にてラットへの２８日間反復投与を行う。そのラットから２０種類程

度の臓器・組織からｔｏｔａｌ ＲＮＡを調製し、保存する。そのｔｏｔａｌ ＲＮＡから、平成２０年度の予

算規模に応じた数のサンプルを厳選してｐｏｌｙＡ+ ＲＮＡを抽出し、遺伝子発現プロファイルを取

得・解析する。 

平成２０年度の到達目標としては、臨床試験中に毒性の出現した抗がん剤候補物質 1 種類

について、２８日間反復投与実験を実施し、遺伝子発現データを集積する。 終的には抗がん

剤を中心とした既存の薬剤および開発段階にある薬剤候補物質が細胞・組織に与える影響と相

関する遺伝子発現データセットを取得・解析し、薬剤の有効性と毒性を遺伝子発現レベルで評

価するシステムを構築する。 

また、創薬スクリーニングとしての産業利用が期待されるｉＰＳ細胞については、その細胞構造

や機能を解析すると共にこれを活用し、毒性スクリーニング用モデルおよび疾患モデルとしての

評価技術を開発する。 

  （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム、オリンパス（株）、（株）東レリサーチセンター、

ニッポンジーン（株）、共同研究：(独）産業技術総合研究所、（独）理化学研究所筑波研究所、

東京大学情報理工学系、北海道大学、京都大学、福島県立医科大学、慶應大学） 

 

⑧総合調査研究 

タンパク質相互作用ネットワーク解析やケミカルゲノミックスの研究開発に係わる技術動向の

調査・情報収集を国内外の関連学会参加等により行う。また、本プロジェクトの方針決定や推進

状況の把握を行うため、研究推進委員会等を開催する。 

  （実施体制：（社）バイオ産業情報化コンソーシアム） 
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≪バイオテクノロジー開発技術研究組合(バイオ組合)≫ 

  ⑨マイクロサテライトマーカーを利用した疾患関連遺伝子探索技術により特定された疾患感受

性遺伝子群の創薬価値抽出技術の研究開発 

   化合物開発の早期の開始に向けて、平成２０年度は、PKCεの特異的阻害剤の開発を 重

点とし、併せて、阻害剤 MG132 の 適化も進める。他の遺伝子の解析に関しては、 重点課

題の進行度に応じて行う。また、基盤技術としての重要性が高い酵母ｔｗｏ ｈｙｂｒｉｄ法について

は、独自の改良を進め、より有効・且つ汎用性の高い手法を確立する。 

  （実施体制：ジェノダイブファーマ（株）、共同研究：東海大学医学部猪子研究室） 

 

  ⑩ｓｉＲＮＡライブラリー等を用いた生物機能制御遺伝子の探索技術及び創薬標的検証技術の

研究開発 

        インスリン感受性制御因子としての機能が明らかになった AGF ファミリー蛋白質 X の脂肪細

胞での発現を制御する遺伝子をｓｉＲＮＡライブラリースクリーニングを実施することにより探索する。

さらに見出された遺伝子 X の発現制御遺伝子を創薬標的として遺伝子 X の発現誘導剤の創

製を試みる。具体的には、遺伝子 X の発現産物である蛋白質 X の機能を制御する候補化合物

を東海大学平山研究室においてバーチャルスクリーニングにより探索する。選択化合物の中から

購入･合成可能なものを北里大学長瀬研究室において調達し、アステラス製薬がその生物活性

を評価し、糖尿病治療薬創製のためのリード化合物を取得する。 

 ２）東海大学平山研究室において実施するバーチャルスクリーニング結果を踏まえて、ＰＰＡＲγ、

ＰＰＡＲδ、ＰＰＡＲαアゴニスト活性が期待される新規骨格化合物を複数種合成或いは購入し、

評価する。化合物の構造情報と生物活性情報をシミュレーションモデルに反映させることで化合

物の高質化を進める。 

平成２０年度の達成目標の目標は１）インスリン感受性制御因子である AGF ファミリー蛋白質

X の発現誘導剤（糖尿病治療薬）を創製するための標的遺伝子のひとつを明らかにする（アステ

ラス製薬㈱）。２）複数の核内受容体ＰＰＡＲサブタイプのアゴニストとして働く新規骨格を有する

化合物を見出す（アステラス製薬（株）、東海大学、北里大学）。３）現在遂行しているｐａｎ－ａｇｏｉ

ｎｓｔを市販化合物データベースから探索することを続行する。更に、標的分子の立体構造情報

を活用して、部分化学構造を組み合わせて、新しい化合物を創製する新しいアルゴリズムに基

づき、新規骨格を有する化合物のｄｅ ｎｏｖｏ ｄｅｓｉｇｎおよび骨格交換を行い、ｐａｎ－ａｇｏｎｉｓｔ活

性を有する化合物を探索・創製することを目指す。また、北里大学から提案される 適化された

化合物が標的分子とどのように相互作用するかをシミュレーションし、 適化研究の方向性を決

定する研究をバックアップする（東海大学）。 

  （実施体制：アステラス製薬（株）、共同研究：東海大学医学部平山研究室、北里大学薬学部

長瀬研究室） 

 

  ⑪化合物又は相互作用を探索、評価する基盤技術の研究開発 

   金ナノセンサーに関しては装置が完成したため、開発を終了し、実用化へと進む計画である。

具体的には、金ナノセンサーでは解析事例を蓄積し、さらに実際の化合物を用いた検証実験を

進める。 終的には装置の高機能化とハイスループット化を目標とする。一方、トランスポーター

解析では糖尿病関連の遺伝子発現系の構築を行い、さらに新規の化合物を用いた解析を化合

物への標識なしで行えるアッセイ系の基盤技術を完成させることを目標とする。平成２０年度から

は、質量分析計での解析系に集中し、標識なしでのアッセイ系の基盤技術の技術開発に特化

する計画である。 

  （実施体制：（株）日立製作所） 
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 ⑫総合調査研究 

本プロジェクト領域での研究状況の進展の早さに鑑み、研究開発における方向付けの 適化

と問題点の迅速な処置により研究を効率的に推進する必要がある。そのため、a．研究開発推進

のための会議（二社間アステラス⇔日立、アステラス⇔東海大学、グループ間ＪＢｉＣ⇔バイオ組

合）の開催、b．技術調査、情報収集の実施、c．成果報告書の作成及び成果の外部発表を実

施する。 

（実施体制：バイオテクノロジー開発技術研究組合） 

 

5.2 平成２０年度事業規模 

   一般会計    １,８２８百万円  （継続・委託事業） 

     事業規模については、変動があり得る。 

 

6．その他重要事項 

(1) 評価 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ技術開発機構）は、技術的及び

政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波

及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２０年７月に実施する。 

 

(2) 運営・管理 

①当該プロジェクトの実施にあたっては、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成１３

年度文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）を厳守し研究開発を推進する。また、

本研究開発成果の事業化においては、「経済産業分野のうち個人情報を用いた事業分野にお

ける個人情報保護ガイドライン」（平成 16・12・24 製局第１号）を厳守する。 

 

②委託先において、プロジェクトリーダー、各研究開発項目に係わるチームリーダー、関連研究分

野の有識者等を委員とした研究開発委員会を年２回以上開催する。 

 

（３）複数年度契約の実施 

 平成１８～２０年度の複数年度契約を行う。 

（平成１９年度に１年間の延長契約を行う。） 

 

7. スケジュール 

平成２０年７月  中間評価 

10 月  第１回研究開発推進委員会 

平成２１年１月  第２回研究開発推進委員会



（別紙） 「化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発」プロジェクト実施体制図（変更後） 

 独立行政法人産業技術総合研究所
バイオメディシナル情報研究センター
夏目 徹 チーム長

NEDO技術開発機構

分室１（ＪＢＩＣ／ＢＩＲＣ）
課題解決型企業：ABI、
味の素、ｱｽﾃﾗｽ製薬、ｴ
ﾑﾊﾞｲｵﾃｯｸ、協和発酵工
業、第一三共、大鵬薬品
工業、田辺三菱製薬、東
レ、日本化薬

分室2（ナラプロ・テクノロ

ジーズ㈱）：ナラプロ・テ
クノロジーズ

分室3（㈱インテックＷ＆

Ｇ）：インテックＷ＆Ｇ

分室８
（ＪＢＩＣ
／ＣＢＲ
Ｃ）：
大鵬薬
品工業

分室９
（キリン
ファーマ
（株））：
キリン
ファーマ
（株）

分室10（ＪＢＩＣ／ＢＩＲＣ・理研和光）：

アマルガム

分室11（（株）医学生物学研究所）：

医学生物学研究所

分室12 （ＪＢＩＣ／ＢＩＲＣ・北大）

分室13（JBIC／阪大）：インビトロジェン

分室14（JBIC／理研和光・東大・首都大）

分室15 （ＪＢＩＣ／ＢＩＲＣ） 課題解決型企業：

メルシャン、旭化成ファーマ、味の素、アステ
ラス製薬、協和発酵工業、合同酒精、興和、
第一三共、三和化学研究所、塩野義製薬、
大正製薬、武田薬品製薬、ニムラ・ジェネ
ティック・ソリューションズ、微生物化学研究
会、明治製菓

分室16
（ＪＢＩＣ／
東工大）：
東レ、旭化
成ファーマ

分室21
（JBIC）

産業技術総合研究
所
筑波大学大学院人
間総合科学研究科
東京都臨床医学総
合研究所

産業技術総合研究所、長浜バイオ大学、 理化学研
究所和光研究所、北海道大学、理化学研究所神戸
研究所、京都大学、大阪大学微生物病研究所、東京
農工大学、東京大学新領域創成科学、首都大学東
京、製品評価技術基盤機構、慶應大学医学部、
広島大学医歯薬学総合研究科、筑波大学大学院人
間総合科学研究科、東京都臨床医学総合研究所

東京工業
大学
東京大学
先端科学
技術研究
センター
東北大学
大学院薬
学研究科

理化学研究所筑波研究所
東京大学情報理工学系
北海道大学
福島県立医科大学
産業技術総合研究所

アステラス製薬
株式会社

株式会社日立
製作所

東海大学猪子研究室

東海大学平山研究室
北里大学長瀬研究室

産業技術総合研究所
岐阜大学、群馬大学
理化学研究所・和光研究所
東京都臨床医学総合研究所
東京医科歯科大学
東京大学大学院薬学系
東京工業大学情報理工学研究科

バイオテクノロジー開発技術研究組合

（バイオ組合）
(社)バイオ産業情報化コンソーシアム

（ＪＢＩＣ）

早稲田大学
大阪大学大学院
医学系

分室４（ＪＢＩＣ
／ＢＩＲＣ）：
ビアコア、イン
ビトロジェン

分室５（㈱プロ
テイン・エクス
プレス）：
プロテイン・エ
クスプレス

分室６（ＪＢＩＣ
／ＢＩＲＣ）：
ジーンフロン
ティア

分室７（㈱ジー
ンフロンティ
ア）：ジーンフ
ロンティア

分室17（ＪＢＩＣ・

理研つくば）

分室18（オリンパ

ス（株））：
オリンパス

分室19（㈱東レリ

サーチ）：
東レリサーチ

分室20（（株）ニッ

ポンジーン）：ニッ
ポンジーン

産業技術総合研究所
大阪府立大学
京都大学再生医科学研究所
京都大学大学院理学研究科
京都大学大学院医学研究科
東北大学大学院医学系研究科

①～⑫は本文中にある各研究開発項目に対応

※（）内は研究実施場所、 は共同実施機関

①～⑫は本文中にある各研究開発項目に対応

※（）内は研究実施場所、 は共同実施機関

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

バイオ組合

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15


