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創薬等支援技術基盤プラットフォーム全体
の目的の目的

文部科学省では、「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」を平

成２４年度から実施しています。本事業は、創薬・医療技術支援基

盤の強化を図るため、創薬プロセス又は医療等のライフサイエンス研

究に活用可能な先端研究を実施する機関に対して 研究者等の育究に活用可能な先端研究を実施する機関に対して、研究者等の育

成及び施設利用に供するために必要な経費及び創薬プロセス又は

医療等のライフサイエンス研究に活用可能な研究基盤の整備に必

要な経費を補助するものです。この目的を適えるため、①創薬等支

援技術基盤プラットフォーム事業、②生命動態システム科学推進拠

点事業の２つのプログラムを設け 本事業を実施します
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創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の全体像
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解析拠点の概要

【機能】【機能】

「解析」拠点は、タンパク質の構造解析に供する試料の調製、タンパク質の立体構造
解析及び計算科学を活用したバイオインフォマティックス等に関する技術や施設及び設
備等を一貫して提供し、外部研究者等のタンパク質立体構造解析研究を「支援」します。
また、将来の共用に向けて、それらの技術や施設及び設備の「高度化」研究開発を行い
ます。
「解析 拠点では 構造解析研究に関する知識や経験を持たない研究者も含むライ「解析」拠点では、構造解析研究に関する知識や経験を持たない研究者も含むライフ

サイエンス研究者の構造解析研究を広く支援すべく、タンパク質の発現系の設計から、
タンパク質生産、精製、結晶化、構造解析、バイオインフォマティクスをつなぐパイプ
ラインを整備することとしていますラインを整備することとしています。

【組織体制】

ア）解析領域（拠点代表機関） ：立体構造解析
イ）生産領域 ：構造解析に用いるタンパク質試料を生産
ウ）バイオインフォマティクス領域：計算科学を活用した構造予測・ドッキング予測等

※第1期公募にて課題採択されているア）解析領域の代表機関「大学共同利用機関法人 高エネルギ
ー加速器研究機構」が、拠点代表機関を兼ねることとします。
イ）生産領域 ウ）バイオインフォマティクス領域で課題を採択された機関は 拠点代表機関とイ）生産領域、ウ）バイオインフォマティクス領域で課題を採択された機関は、拠点代表機関と
連携することを前提として拠点に参画します。
また、解析拠点の一員としてパイプラインに参加することが求められます。
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創薬等支援技術基盤プラットフォーム全体の運営
創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会

解析拠点推進委員会
代表機関：高エネ機構

創薬等支援技術基盤プラットフォ ム推進委員会

課題選定

拠点代表
機関

分担機関：理研

分担機関：阪大

分担機関：北大

分担機関：東大
解析・生産・バイオインフォパ

イプラインWG

課題選定WG

プ ビ 設立

解
析
領
域 分担機関 北大

ワンストップサービス設立WG

ビームタイム配分WG
課題：Ａ

生
産

域
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拠点間
連絡調整
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代表機関
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課題：Ｋ

課題：Ｔ

代表機関
分担機関

分担機関

制御拠点 拠点代表機関 制御拠点推進委員会

ン
フ
ォ

領
域

課題：Ｔ

代表機関
分担機関

分担機関

制御拠点 拠点代表機関

情報拠点 拠点代表機関

制御拠点推進委員会

情報拠点推進委員会
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解析拠点支援のありかた

広く全日本のライフサイエンス研究者

（アカデミア・産業界）に対する様々なレベルでの支援（アカデミア 産業界）に対する様々なレベルでの支援

解析・生産・バイオ
インフォ総合支援

講習会・Web支援
生産利用支援 バイオインフォ

利用支援
進

研究推進マネージャー
/生産領域担当者コーディネーター

コンサルタント等 研究推進
マネージャー

研究推進マネージャー
/バイオインフォ

領域担当者

/生産領域担当者

構造解析支援ＢＬ利用支援
研究推進マネージャー

/解析領域担当者
研究推進マネージャー

/解析領域担当者

「解析」拠点は、タンパク質の構造解析に供する試料の調整、タンパク質の立
体構造解析及び計算科学を活用したバイオインフォマティックス等に関する技
術や施設及び設備等を一貫して提供し、外部研究者のタンパク質立体構造
解析 究を「支援 ます
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解析研究を「支援」します。
（公募要領12ページから）



解析拠点-解析領域の運営体制

委託委託
開発・解析支援 開発・解析支援 開発・解析支援

ユーザー（大学、研究所、産業利用）

東大理研
阪大 北大 高エネ

解析・支援 ワンストップ S‐SAD技術解析・支援 解析・支援

東大理研
阪大

蛋白研
北大 高エネ

機構

SPring‐8 低エミッタンス PF 低エネルギー

溶液散乱 技術共有 溶液散乱溶液散乱 技術共有 溶液散乱
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パイプライン高度化：相関構造解析法
【目的】 生命素子の現実の姿を捉えるには 分解能や特性の異なる複数の構造解析手法を組み合わ【目的】 生命素子の現実の姿を捉えるには、分解能や特性の異なる複数の構造解析手法を組み合わ

せ、それらの「相関 (correlation)」を用いて多面的に解析することが必要である。そのような「多次元
的」な方法論を確立するとともに、単一手法では到達不可能なレベルの生命機能解明を目指す。

動的

生体Ｘ線・中性子小角散乱 相関分光学分子解析

ダイナミクス
in situ

ＭＲＩ・生体
イメージング

ＮＭＲ

Ｘ線 中性子小角散乱

タンパク－タンパク相互作用を捉えるために、固定された原
子座標と溶液中の確率論的な分子挙動（NMR、X線・中性

子散乱）情報を統合する新しい手法を開発する

相関分光学分子解析

Ub

天然度

静的
in vitro

in situ

蛍光（光学）
顕微鏡

クライオ
トモグラフィー

単粒子解析
Ｘ線結
晶構造

Ub

Ub

GAT

分解能

高

低

NMR滴定による相互作用部位の同定

GAT
GAT

蛍光−電子線相関法開発研究

蛍光顕微鏡とクライオ電子顕微鏡観察のイメージの相関を
取る（CLEM法）ことで、巨視的な細胞内での局在から微視
的な分子構造までを「google earth」のようにカバーする

電子線−X線相関分子解析

X線結晶構造解析で原子分解能構造を得ると同時に、その

生理的複合体中での、あるいは生理環境下での形状との
相関を高精度で求め、機能分子の「真の姿」に迫る

神経シナプス接着構造のCLEMイメージングミドリムシの「目」に相当する分子構造

☆独立した手法から得られたデータをシームレスにつなぎ合わせる 9



相関構造解析法研究の実施体制
動的

す 新 法 す

解析領域代表機関
高エネ機構

天然度

ダイナミクス

静的
in vitro

in situ

ＭＲＩ・生体
イメージング

蛍光（光学）
顕微鏡

クライオ
トモグラフィー

単粒子解析
Ｘ線結
晶構造

ＮＭＲ

Ｘ線・中性子小角散乱

◎ハイスループット測定環境の整備
Ｘ線溶液散乱

調整と取りまとめ 分解能

高

低

単粒子解析晶構造

高輝度ビームライン、溶液サンプルチェンジャー、
高速大面積検出器

◎未経験者への測定・解析支援
ザ フレンドリ 測定システムユーザーフレンドリー測定システム

◎ビームタイム供給
BL‐10C, 新BL‐15A (2014~), BL45XU (2014~)

年間約20％のビームタイムを提供

解析領域内で実施

年間約20％のビ ムタイムを提供

ＮＭＲ 実施機関Ａ
研究開発委託

電子顕微鏡

蛍光顕微鏡

実施機関Ｂ

実施機関Ｃ

研究開発委託

研究開発委託
蛍光顕微鏡 機

研究開発委託先の選定等については、「解析拠点推進委員会」
あるいはＷＧで協議して行う。委託費計5000万円想定
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Ｓ 平成２ 年度 戦略目標 「多様な疾病の新治療

構造生命科学と創薬等支援技術基盤プラットフォーム

ＪＳＴ 平成２４年度 戦略目標 「多様な疾病の新治療・
予防法開発、食品安全性向上、環境改善等の産業利
用に資する次世代構造生命科学による生命反応 相互用に資する次世代構造生命科学による生命反応・相互
作用分子機構の解明と予測をする技術の創出」

文部科学省文部科学省

解析領域
高 ネ機構 理研

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会」

解析拠点 拠点代表機関 高エネ機構
高エネ機構、理研，

北大、阪大

生産領域
制御拠点 拠点代表機関 東京大学（薬）

生産領域

バイオインフォ
マティクス領域

情報拠点 拠点代表機関 情報・システム
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構造生命科学ＣＲＥＳＴ＆さきがけ
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生命動態領域と構造生命科学領域の関係
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解析拠点-生産領域

１０課題程度を採択
「支援」

タンパク質構造解析研究に供するタンパク質試料を調製す

１０課題程度を採択

• タンパク質構造解析研究に供するタンパク質試料を調製す
るための、タンパク質の発現、精製、結晶化及び性状評価等
に関する高度な技術等を外部研究者等に提供する。

• 研究推進マネージャーをお願いすることがある。

「高度化」高度化」
• 現在の技術では試料を調製することが不可能なタンパク質

の試料調製のための要素技術を新たに開発する。
高分子量複合体や膜タンパク質等 創薬等の研究開発に重• 高分子量複合体や膜タンパク質等、創薬等の研究開発に重
要だが、その構造解析に適した試料調製が困難なタンパク
質の合成系や、翻訳後修飾を伴うタンパク質の研究のため
に 糖鎖 脂質等の翻訳後修飾が可能となる高効率で汎用に、糖鎖、脂質等の翻訳後修飾が可能となる高効率で汎用
性の高いタンパク質合成系等を開発する。

• 新規のタンパク質結晶化条件探索技術を開発する。新規 タ ク質結晶化条件探索技術を開発する。
• タンパク質標品が構造解析に適しているかを判断する「構造

機能評価システム」等を開発する。 15



生産領域：高度化の具体例

• 任意の糖鎖や脂質などの翻訳後修飾を導入できる無細胞合
成系の構築成系の構築。

• 先進的なＮＭＲ構造解析に求められる同位体標識タンパク
質生産システムの開発。
高難度な構造機能解析を 能とする抗体 人 タ パク質• 高難度な構造機能解析を可能とする抗体、人工タンパク質、
ペプチド、低分子有機化合物などの高付加価値バインダー
創生のための技術革新。

• 低品質結晶の品質改善のための新たなタンパク質試料の生
産方法の開発。

• 結晶構造解析 ＮＭＲ構造解析 高分解能電子顕微鏡イ• 結晶構造解析、ＮＭＲ構造解析、高分解能電子顕微鏡イ
メージング、機能解析等のための分子標識技術の開発。

• 蛋白質生産とカップルした“弱い”分子間相互作用解析のた
め 新たな手法 開発めの新たな手法の開発。

• リフォールディングや補助因子共発現などの技術革新を組
み合わせた高度な大腸菌発現系の構築。み合わせた高度な大腸菌発現系の構築。
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バイオインフォマティックス領域

５～１０課題程度を採択
「支援」
• 複合体タンパク質 マルチドメインタンパク質等を含むタンパク質立体

５～１０課題程度を採択

• 複合体タンパク質、マルチドメインタンパク質等を含むタンパク質立体
構造等や、生体分子や化合物との相互作用等を推定するための構造
インフォマティクス技術を外部研究者に提供する。

• 同一の対象に対し ＮＭＲや電子顕微鏡等 別の解析技術から得られ• 同一の対象に対し、ＮＭＲや電子顕微鏡等、別の解析技術から得られ
る情報を多面的に集め、それらの情報を統合することにより、Ｘ線結晶
構造解析だけでは得られない、構造の動的な変化も含め、細胞や組
織の生きた状態での分子の状態を知ることを目指す相関解析を行おう織の生きた状態での分子の状態を知ることを目指す相関解析を行おう
とする研究者をバイオインフォマティクス技術によって支援する。

• 開発したツール等を広く外部研究者等に提供するために、情報拠点が
運営するデータベースに移管し公開する運営するデ タベ スに移管し公開する。

• 研究推進マネージャーをお願いすることがある。

「高度化」高度化」
• 上記の「支援」のための技術を、更に高度化するための研究開発を行

う。
• 開発された技術や手法を広く共用すべく 情報拠点が運営するデータ• 開発された技術や手法を広く共用すべく、情報拠点が運営するデータ

ベースに移管し、情報拠点と連携して支援ツール等として公開すること。
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ワンストップサービスによる研究支援

プラットフォ ム利用者

創薬等支援技術基盤プラットフォ ム 総合窓口

プラットフォーム利用者

解析領域

• 解析領域 分担機関（東大）に置く
• コーディネーターが判断し、どの拠点担当か決定する

解析拠点

創薬等支援技術基盤プラットフォーム 総合窓口

解析拠点
ワンストップサービス

解析領域

生産領域• 解析領域分担機関（東大）に置く
コーディネーターが課題選定WGへ

解析拠点
課題選定WG

研究推進
マネ ジャ

研究推進マネージャー
• 全体で５～１０人程度

• サイエンスの内容についても

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫ領域

の仲介を担当する。

• 課題選定ＷＧにより選定された課
題は、コーディネーターにより、担
当の研究推進マネージャが決定さ
れる。マネージャを置かず、直接実

マネージャー

• サイエンスの内容についても
積極的に寄与し、共同研究者
となる場合もある

• １人あたり５課題程度を担当

れる。マネ ジャを置かず、直接実
施機関が担当する課題もある。

制御拠点
ワンストップサービス（仮称）

制御拠点
連携・協力

情報拠点
ワンストップサービス（仮称） 19

情報拠点
連携・協力



構造生命科学へのシーズの発信／ニーズの発掘
産学から広く新しい研究課題の発掘・開拓 及び共同研究への展開

解析拠点（東大）

産学から広く新しい研究課題の発掘 開拓、及び共同研究への展開

解析技術コーディネーターによる研究グルー
プのリストアップ（産業界含む）解析拠点（東大）

・公開コーディネーションの開催
・講習会の開催

解析技術コンサルタント
（5－10名） 両拠点のコンサルタントがチームを作って年間

１００ライフサイエンス研究グループを訪問する

情報拠点
情報技術コンサルタント

（10名）

訪

ライフサイエンス研究者ととも
に研究支援課題を立案に研究支援課題を立案

ワンストップサービス窓口解析技術コーディネーターによる受付
一般

ユーザー

解析拠点課題選定委員会
（ＷＧ）

研究推進マネージャー(5～10人)・
支援者のアサイン

ザ

研究開始 20

目標：
1年あたり30件受入

定常状態で60件程度



研究課題の選定・推進・フォローアップ体制

ワンストップサービス
窓口設立WG

情報拠点担当者
との連携

解析・生産・バイオ
インフォパイプラインWG

・ 支援者・施設の状況の把握
・ マネージャーと協力して解析パイプラインを実現

① ② ③ ④

課

マ
ネ
ー

① ② ③ ④

課
題
選
定

ー
ジ
ャ
ー

ビ
ー
ム
タ

W
G

の
決
定

タ
イ
ム
配
分②’ ③’ ④’

解析領域生産領域
バイオインフォ
マティクス領域

ワンストップ
サービス窓口

成果
発表

分
W
G

② ③ ④

・ 研究者の調査

コーディネータ マネージャーコンサルタント(解析・情報)

構造 機能解析の可能性の検討 解析 生産 バイオインフォパイプラインを

研究者

発表

研究者の調査
・ コンサルタントの決定・派遣
・ 進捗状況のモニター

・ 構造・機能解析の可能性の検討
・ プロジェクトの提案

解析・生産・バイオインフォパイプラインを
統一的に利用しながら、構造機能解析
プロジェクトを遂行

21



研究課題の選定・推進・フォローアップの流れ

情報拠点の担当者と協力して、コーディネーター（2～3人を想定）*がオー

ルジャパンの研究者を調査し、コンサルタント（解析拠点と情報拠点がペア
になる）を派遣する（10組×10回/年を想定）

ステップ①
になる）を派遣する（10組×10回/年を想定）

コンサルタントと研究者が相談しながら、機能・構造解析の可能性を検討
プし、課題選定WGにプロジェクトの提案を行う。WEB等で情報を得た研究者

は、直接ワンストップサービス窓口に来る。必要であれば適切なコンサル
タントを紹介し、協力してプロジェクトの提案を行う。

ステップ②

課題選定WGが提出された課題の選定を行う（50件/年程度を想定）*。選
定された課題に対して コーディネーターが研究推進マネージャー（10人ステップ③ 定された課題に対して、コ ディネ タ が研究推進マネ ジャ （10人
程度、1人が5課題程度を担当することを想定）*をアサインする。

ステップ③

研究者は研究推進マネージャーと協力し、解析・情報・バイオインフォパイ
プラインを統一的に利用しながら、構造機能解析プロジェクトを遂行する。
コーディネータは進捗状況をモニタし、適宜アドバイスを行う。

ステップ④

22
* 最終的には推進委員会で協議のうえ決定



構造解析専門家からの研究課題の選定・推進の流れ

構造解析専門家の場合には直接ワンストップサービス窓口に申請 ワン構造解析専門家の場合には直接ワンストップサ ビス窓口に申請。ワン
ストップサービスでは、必要があれば適切なコンサルタントを紹介し、協力
してプロジェクトの提案を行う。

ステップ②’

課題選定WGにより、提出された課題の選定を行う。必要があれば選定さ

れた課題に対してコーディネーターが研究推進マネージャーをアサインすステップ③’ れた課題に対してコ ディネ タ が研究推進マネ ジャ をアサインす
る。

ステップ③

解析・情報・バイオインフォパイプラインを統一的に、もしくはその一部を利
用して構造機能解析プロジェクトを遂行する。（研究推進マネージャーがア
サインされた場合はその協力を得ながら遂行）

ステップ④’
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生産領域分担機関に求められる要件（１）

以下の項目のうち 以上を満たす と以下の項目のうち、１つ以上を満たすこと

( ) 数種類のタ パク質発現系を有し る と(1) 数種類のタンパク質発現系を有していること。
・大腸菌
・酵母（出芽酵母 メタノール資化酵母 など）・酵母（出芽酵母、メタノ ル資化酵母、など）
・昆虫培養細胞
・哺乳類培養細胞
・無細胞系（大腸菌、小麦胚芽、など）

(2) タンパク質生産のスケ ルア プ(数十リ トル程度)のため(2) タンパク質生産のスケールアップ(数十リットル程度)のため
の設備及び技術を有し、その設備を利用した運用実績を有し
ていること。
・微生物培養の場合のスケール
・培養細胞や無細胞系の場合は、構造解析が可能なタンパク
質生産量を確保できること質生産量を確保できること

25



生産領域分担機関に求められる要件（２）

(3) 同位体標識タンパク質の生産のための設備及び技術を有し(3) 同位体標識タンパク質の生産のための設備及び技術を有し、
その設備を利用した運用実績を有していること。
・ＮＭＲ構造解析（ SAIL-ＮＭＲ法, in-cell NMR）などのため構造解析（ 法, ）などのため

(4) 糖タンパク質の生産のための設備及び技術を有し、その設備
を利用した運用実績を有していることを利用した運用実績を有していること
・生理活性があるタンパク質の構造機能解析
・構造解析のための付加糖鎖のトリミング技術など構造解析のための付加糖鎖のトリミング技術など

(5) 非天然アミノ酸を導入したタンパク質生産のための設備及び
技術を有し その設備を利用した運用実績を有していること技術を有し、その設備を利用した運用実績を有していること
・任意の位置への導入技術

(6) 精製タグ・スクリーニングシステム等、高度な精製技術等を有
していること。

パ 複 体 産 能・より困難なタンパク質やその複合体の生産を可能にする

26



生産領域分担機関に求められる要件（３）

(7) 通常の方法では良質な結晶を得ることが困難なタンパク質(7) 通常の方法では良質な結晶を得ることが困難なタンパク質
のための結晶化技術等を有していること。
・膜タンパク質や超分子複合体などの結晶化
・高速および大規模な結晶化スクリーニング

(8) タンパク質の性状解析技術（溶液中での分散状態の解析 タ(8) タンパク質の性状解析技術（溶液中での分散状態の解析、タ
ンパク質の修飾の同定、相互作用解析等）を有し、良質な結
晶またはその他の構造解析手法のための標品を得るための
受託測定や ンサルテ シ ン等を実施できること受託測定やコンサルテーション等を実施できること。

(9) 生産が困難なタンパク質に対し 最適な発現系のコンストラ(9) 生産が困難なタンパク質に対し、最適な発現系のコンストラ
クト（全長の発現が不可能な場合には最適な部分配列を選択
する、タグや融合パートナーを最適化する、最適なベクターを
選択するなど）をデザインできること選択するなど）をデザインできること。

(10)上記以外の、構造解析のためのタンパク質試料生産に資す
端 技 有る最先端の技術や設備を有していること。

・生産だけでなく結晶化も
27



バイオインフォ領域分担機関に求められる要件（１）

以下の項目のうち ２つ以上を満たすこと以下の項目のうち、２つ以上を満たすこと

( ) 立体構造に基づくド キ グ手法の開発と応用を実施 き(1) 立体構造に基づくドッキング手法の開発と応用を実施でき
ること。

タンパク質間 タンパク質と非タンパク質との相互作用の予・タンパク質間、タンパク質と非タンパク質との相互作用の予
測法の開発と応用

・複合体タンパク質や マルチドメインタンパク質・複合体タンパク質や、マルチドメインタンパク質

(2) 超分子複合体のモデリング技術の開発と応用を実施できる
こと。

(3) 階層性を重視した立体構造の比較・分類のアルゴリズムの(3) 階層性を重視した立体構造の比較 分類のアル リズムの
開発と応用を実施できること。

(4) 原子レベルのタンパク質の機能・構造の分類や予測手法の(4) 原子レベルのタンパク質の機能・構造の分類や予測手法の
開発と応用を実施できること。

28



バイオインフォ領域分担機関に求められる要件（２）

(5) ＳＮＰを含むアミノ酸置換によるタンパク質構造 機能変化の(5) ＳＮＰを含むアミノ酸置換によるタンパク質構造・機能変化の
予測法の開発と応用を実施できること。

病因となる変異タンパク質の構造機能・病因となる変異タンパク質の構造機能

(6) 部分構造の欠失・置換・付加による機能・構造変化の予測手
法の開発と応用を実施できること。

・病因となる変異タンパク質の構造機能

・発現の困難なタンパク質の高発現化とその性状予測

(7) 分子動力学計算手法の改良と応用を実施できること(7) 分子動力学計算手法の改良と応用を実施できること。

・タンパク質間、タンパク質と非タンパク質との相互作用

(8) 創薬プロセスを加速するためのバイオインフォマティクスを実
施できること。

ゲノム創薬等 新しい分野においてタンパク質構造情報を利・ゲノム創薬等、新しい分野においてタンパク質構造情報を利
用した創薬研究も奨励します。
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バイオインフォ領域分担機関に求められる要件（３）

(9) タンパク質結晶化に寄与するインフォマティクスを実施できる
こと。

デ オ ダ 予測やホ ジ デリ グを含む・ディスオーダー予測やホモロジ―モデリングを含む。

・高難度結晶化サンプルの結晶構造解析

結晶化 限らず 構造解析 必 な高発 化も・結晶化に限らず、構造解析に必要な高発現化も

(10) タンパク質の高機能化と合理的デザイン法の開発に資する( ) タン ク質の高機能化と合理的デザイン法の開発に資する
バイオインフォマティクスを実施できること。

・新しい機能、性状を持つタンパク質の設計

(11) ドッキング構造に基づく２次データベースの構築を実施でき
ることること。

・タンパク質間、タンパク質と非タンパク質と複合体構造
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バイオインフォ領域分担機関に求められる要件（４）

(12) Ｘ線結晶構造解析に加え、ＮＭＲ、電子顕微鏡、質量分析
等の最先端の構造解析手法をシームレスに繋げ、原子から
細胞 組織 ベ ま の階層構造ダイナミク を俯瞰的に扱細胞、組織レベルまでの階層構造ダイナミクスを俯瞰的に扱
い新たな知見の発見に結びつけるインフォマティクス研究を
推進し 情報拠点が実施するデータベースの構築に協力でき推進し、情報拠点が実施するデ タベ スの構築に協力でき
ること。

( ) 上記 要素技術を なぎ ク とするとともに 構造(13) 上記の要素技術をつなぎワークフローとするとともに、構造
解析研究に関する知識や経験を持たない研究者にも分かり
やすい形で提示できることやすい形で提示できること。
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申請に当たっての留意事項

①重複申請の制限①重複申請の制限
②創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業内での複数
申請について申請について

→事業の概要での文科省担当者からの説明参照

③過度の集中に対する措置
④関係法令等に違反した場合の取扱い
⑤本事業により雇用される者のキャリアパス支援につい⑤本事業により雇用される者のキャリアパス支援につい
ての考え方

公募要領を参照

⑥バイオサイエンスデータベースセンターへの協力

→公募要領を参照

・論文発表等で公表された成果に関わる生データの複製物、
公開用データベースの複製物を、バイオサイエンスデータ
ベ タ 提供するベースセンターに提供する。
・データベース整備のため、これらを必要な形で利用する。
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まとめ

連 携
解 析 拠 点

ライフサイエンス
関係研究者

連 携
（助言・相談・

協力） 制御拠点
• 解析・生産・バイオインフォパイプラインに

よる様々なレベルでの解析研究支援
• 結晶構造解析を中心に相関構造解析法に基づ関係研究者

化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

結晶構造解析を中心に相関構造解析法に基
いた研究支援を展開

• 放射光ビームタイムの提供
• タンパク質生産、バイオインフォ支援

公的研究機関等
（産総研、理研他）

連携・調整
（連絡・相談・

協力）

• 高度化開発における各領域の連携と開発した
手法の「支援」への早期実装

• バイオサイエンスデータベースへの協力

ライフサイエンス
国家プロジェクト

連 携
（最新情報

の交換）

情報拠点• 競争的資金制度によるプロジェクト等との連携
⇒ 合同シンポや合同研究会の開催

• 新しい研究ニーズの積極的な探索・開拓
• ワンストップサービスで産学から広く研究課題を受け入れ

創薬等支援技術基盤プラットフォーム 33
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お問い合わせ

＜書類作成・提出に関するお問い合わせ＞
学技術振興機構（ ） 究振興支援業務室科学技術振興機構（JST） 研究振興支援業務室

松永、青山、佐々木
電話番号：03-5214-7990（代表）
フ クシミリ番号 03 5214 8246ファクシミリ番号：03-5214-8246 

＜制度に関するお問い合わせ＞
研究振興局 イ イ

※お願い

メールによるお問い合わせ
の際には、件名に

研究振興局 ライフサイエンス課
竹下、廣瀬
電話番号：03-6734-4367
フ クシミリ番号 03 6734 4109

の際には、件名に
【解析拠点第二期公募】と
記載してください。

ファクシミリ番号：03-6734-4109

メールアドレス：life@mext.go.jp

＜解析拠点の事業運営に関するお問い合わせ＞＜解析拠点の事業運営に関するお問い合わせ＞
創薬等支援技術基盤プラットフォーム解析拠点事務局

メールアドレス：office@tanpaku orgメ ルアドレス：office@tanpaku.org
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