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１．はじめに 

「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」は、創薬・医療技術支援基盤の強化を図るた

め、平成２４年度から文部科学省が実施している補助金事業です。既に平成24年度に第1期、

第2期公募により、解析拠点には解析領域、生産領域及びバイオインフォマティクス領域が、

制御拠点にはライブラリー・スクリーニング領域及び合成領域が、情報拠点には情報領域の課

題が採択されています。平成26年度は解析拠点に新たに機能ゲノミクス領域を設置し新規公

募を実施します。 

本公募要領及び提出書類の様式は、支援業務受託機関である独立行政法人科学技術振

興機構（ＪＳＴ）研究振興支援業務室のホームページ （http://www.jst.go.jp/keytech/ 

kouboh25-8） において公開されます。 

また、この募集は、本来、平成２６年度予算が成立した後に行うべきものですが、できる限り

早く補助事業を開始するために、予算成立前に行うものです。したがって、今後の事情によっ

て変更がありえることを御承知おき下さい。 

なお、本事業は、今後の国会審議の状況等にもよりますが、日本医療研究開発機構の設

立後、補助金の交付主体等が当該法人に変更される予定です。 

 

 

２．「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」について 

（１）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」（以下「本事業」という。）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、「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」、「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。 

 

（２）実施方法 

① 文部科学省は、研究開発施設共用等促進費補助金（ライフサイエンス研究の振興）交付要

綱（平成２４年１月３１日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）及び研究開発施設共用

等促進費補助金（創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業）取扱要領（平成２４年２月６日

研究振興局長決定。以下「取扱要領」という。）の定めにより、本事業を実施する機関に対して

補助金を交付します。 



 

2 

 

② 補助事業が完了したときは、交付要綱第13条の規程により実績報告書を文部科学省に提出

することが義務付けられています。 

 

③ 関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合は、補助金の交付をしないことや、補

助金の交付を取り消すことがあります。 

 

３．申請に当たっての注意事項 

（１）本事業の構成 

本事業は、創薬等に重要なゲノム解析、タンパク質の構造解析、同タンパク質に影響を与える

化学物質の探索及びこれらを支援する情報処理を進める①「創薬等支援技術基盤プラットフォ

ーム事業」と、実験系と理論系の融合領域研究の推進により、新たな創薬手法等の実現を目指

す②「生命動態システム科学推進拠点事業」の２つのプログラムで構成されています。そのうち、

今回は、①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」の解析拠点に新たに機能ゲノミクス領

域A及び機能ゲノミクス領域Bを設置して新規公募を実施いたします。 

なお、①の第１期、第2期公募及び②「生命動態システム科学推進拠点事業」の公募は平成24

年度に既に終了し、実施機関が決定しています。 

 

①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（第１期公募、平成２４年度採択済み） 

ａ）「解析」拠点 解析領域     （１６ページ参照） 

ｂ）「制御」拠点 ライブラリー・スクリーニング領域   （２４ページ参照） 

ｃ）「情報」拠点 情報領域     （２６ページ参照） 

 

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（第２期公募、平成24年度採択済み） 

ａ）「解析」拠点 生産領域     （１８ページ参照） 

b）「解析」拠点 バイオインフォマティクス領域   （２０ページ参照） 

c）「制御」拠点 合成領域     （２５ページ参照） 

 

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（新規公募、今回実施） 

a)「解析」拠点 機能ゲノミクス領域A               （２１ページ参照） 

機能ゲノミクス領域B 

 

②「生命動態システム科学推進拠点事業」（平成24年度採択済み） 
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（２）申請者等の要件 

   本事業に申請する機関は、次の①～③のすべての要件を満たすことが求められます。 

 

① 次の（ア）～（エ）のいずれかに該当する国内の機関であること。  

（ア）大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及

び高等専門学校をいう。） 

（イ）大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第３項に規定

する大学共同利用機関法人をいう。） 

（ウ）独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する

独立行政法人をいう。） 

（エ）その他法律に基づき設立された法人 

 

② 課題が採択された場合に、交付要綱及び取扱要領に基づいた手続き及び予算の執行がで

きる機関であること。  

 

③ 課題が採択された場合に、課題の事業の実施に際し、所属機関の施設及び設備が使用

できる機関であること。 

 

（３）用語の定義  

① 本要領における用語の定義は、以下のとおりです。また、図１に説明図を示します。 

 

［代表機関と分担機関］ 

「代表機関」とは、課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う機

関（１機関）をいいます。課題の実施に当たって特別な理由がある場合は、代表機関以外に

その補完的機能を分担する機関（以下「分担機関」という。）を加えることができます（複数

可）。ただし、代表機関は分担機関の事業に対しても責任を負います。 

 

［課題と分担課題］ 

「課題」とは、代表機関及び分担機関が実施する事業のことをいいます。「分担課題」とは、

分担機関が実施する事業のことをいいます。 

 

［領域と拠点］ 

「領域」とは、「４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の内容、（１）公

募の概要」に規定する技術分野や研究分野の範囲のことをいいます。公募は領域単位で行

い、機関から申請される課題を選考します。「拠点」は、１領域又は複数の領域から構成され、

それらの領域の課題を採択された複数の機関から組織されます。 
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［拠点代表機関］ 

「拠点代表機関」とは、拠点に参画する全機関を代表し、拠点の事業の遂行（成果の取り

まとめを含む。）に責任を負う機関（１機関）をいいます。 

なお、４．（１）に規定するとおり、解析拠点では解析領域、制御拠点ではライブラリー・スク

リーニング領域、情報拠点では情報領域の代表機関が拠点代表機関を兼ねることとしま

す。 

 

［代表機関の長］ 

「代表機関の長」とは、代表機関となる機関の長（学長、理事長等）で、課題を代表し、課

題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１人）をいいます。代表

機関の長は、課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体及び事業費の適正な執行

に関し責任を持つ者です。代表機関の長は、代表機関に所属する研究者のうち１人を、課

題を管理する者（代表機関課題管理者）に指名します。 

なお、公募に当たっては、代表機関の長が課題を申請します。 

 

［分担機関の長］ 

「分担機関の長」とは、分担機関となる機関の長（学長、理事長等）で、分担機関が行う課

題を代表し、分担課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１

人）をいいます。分担機関の長は、分担課題の実施期間中、日本国内に居住し、分担課題

全体及び事業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。分担機関の長は、分担機関に所

属する研究者のうち１人を、分担課題を管理する者（分担機関課題管理者）に指名します。 

 

［代表機関課題管理者］ 

「代表機関課題管理者」とは、代表機関の長が指名する代表機関に所属する研究者で、

課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体の運営及び事業費の適正な執行を管理

する者（１人）をいいます。代表機関課題管理者は、代表機関に所属する他の研究者を課

題管理協力者として加え、代表機関内の実施体制を構成することができます。 

 

［分担機関課題管理者］ 

「分担機関課題管理者」とは、分担機関の長が指名する分担機関に所属する研究者で、

分担課題の実施期間中、日本国内に居住し、分担課題全体の運営及び事業費の適正な

執行を管理する者（１人）をいいます。分担機関課題管理者は、分担機関に所属する他の

研究者を課題管理協力者として加え、分担機関内の実施体制を構成することができます。 

 

［課題管理協力者］ 

課題管理協力者とは、代表機関課題管理者又は分担機関課題管理者が管理する業務

を協力して実施する研究者で、協力した業務に関して責任を負う者をいいます。課題管理
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協力者は、代表機関課題管理者又は分担機関課題管理者と同一の機関に所属している必

要があります。 

 

分担機関①分担機関①

□□拠点

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関①

△△領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①××領域
代表機関①

××領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関②

△△領域
代表機関②

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

△△領域 ４．（１）で指定する数の課題を採択する。

○○領域
代表機関

○○領域
代表機関

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

××領域 ４．（１）で指定する数の課題を採択する。

拠点
代表機関

分担機関①分担機関①

□□拠点

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関①

△△領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①××領域
代表機関①

××領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関②

△△領域
代表機関②

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

△△領域 ４．（１）で指定する数の課題を採択する。

○○領域
代表機関

○○領域
代表機関

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

××領域 ４．（１）で指定する数の課題を採択する。

拠点
代表機関

 

 

図１ 用語の定義説明図 



 

6 

 

（４）留意事項  

① 重複申請の制限 

 代表機関課題管理者、分担機関課題管理者及び課題管理協力者が、実質的に同一の課題

について、国又は独立行政法人の競争的資金制度等による助成を受けている場合、又は受け

ることが決定している場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、又は補助金の

減額を行うことがあります。 

 なお、他の制度への申請段階（採択が決定していない段階）での本制度への申請は差し支え

ありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によっては、本制度の審査の対象から除

外され、採択の決定若しくは補助金の交付の決定が取り消される場合があります。 

 また、応募後に記載事項の状況に変更があった場合には、速やかに応募書類の提出先まで

連絡することが求められます。 

 

② 過度の集中に対する措置  

 本事業に申請された課題の内容と、他の研究助成等を活用して実施している取組の内容が

異なる場合においても、実施する研究者のエフォート等を考慮し、機関に交付される補助金が

効果的・効率的に使用できないと判断される場合には、本事業において、審査対象からの除外、

採択の決定の取消し、又は経費の減額を行う場合があります。 

 

③ 関係法令等に違反した場合の取扱い 

関係法令・指針等に違反した場合若しくは補助金の不正使用、不正受給、補助金による研

究活動における不正行為を行った場合、「研究開発施設共用等促進費補助金（創薬等ライフ

サイエンス研究支援基盤事業）取扱要領 別添１」の規程により、補助金の交付の決定の取り消

し、交付した補助金の返還命令及び補助金の交付停止を行います。 

特に、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針等（本要領 別紙1）については、

事業実施に当たって遵守しなければなりません。 

 

④ 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 

本事業は、公的研究費を支出する事業共通の意義として、広く我が国の未来を担う研究者

を育成し、また育てられた人材を通じて研究成果を社会へ還元する意義を有しています。その

ような観点から、本事業により雇用される研究者等（特に、「支援」※1を主に担当する研究

者等）は、研究基盤を安定的に支援していくためにも、将来的に所属機関やその関係機

関等において常勤職員等に採用されるなど、安定的・長期的に雇用されることが望まし

いと考えられます。このほか、有効な「支援」のためには、基盤技術とともに支援対象となる研

究領域にも精通する研究者等が求められます。異なる研究分野を融合させることにより、新しい

研究領域を創成し、分野横断的に活躍できる人材の育成を推進する観点から、本事業によっ
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て雇用される人材の採用に当たっては、過去の専門性にとらわれない若手研究者等を積極的

に雇用することが望ましいと考えられます。本事業により雇用される研究者等のキャリアパスを

支援する取組等について十分に検討してください。それらの取組内容及び採用方針を申請書

の「（様式２） ⑥ 人材育成の考え方」に記載してください。 

特に、若手博士研究員※2及び女性研究者等については、担当する「支援」や「高度化」※1の

取組の中で、異分野の研究者や企業研究者との共同研究やインターンシップ等を取り入れる

等、キャリアパス支援の観点に配慮してください。 

なお、本事業により雇用される者のキャリアパス支援の取組状況や進路状況は中間評価や

事後評価においてプラスの評価の対象になります。 

 

※1 「支援」と「高度化」 

    本要領の「４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の内容、（１）公募

の概要」を参照してください。 

 

※2 若手博士研究員とは 

プロジェクト雇用型のポスドクや特任助教等、大学や企業等における安定的な職に就くま

での任期付きの研究職にある者で、４０歳未満の博士号取得者（博士課程に標準年限以上

在学し、所定の単位を取得の上退学した者（いわゆる満期退学者）を含む。） 

 

⑤ バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 

本事業はライフサイエンス分野のデータ産生を伴う事業であるため、本事業の実施者は、ライ

フサイエンス分野における研究に資するよう、本事業の実施の結果産生したデータ又はデータ

ベースを、一般に利用可能な形で公開するべく努めるものとします。そのため、本事業の実施者

は、毎事業年度にまとめる実績報告書の提出に合わせて、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、又は本事業で構築した公開用データベースの複製物を、バイオサイエ

ンスデータベースセンター（※）又は文部科学省の指定する機関に提供するものとします。提供

された複製物については、ライフサイエンス分野のデータベース整備（統合データベース構築）

に利用するため、これら複製物に関わる知的財産権を非独占的に複製・改変その他必要な形

で利用できるものとします。なお、本事業の実施者は、複製物の提供を受けた機関の求めに応

じ、複製物を利用するに当たって必要となる情報提供に協力するものとします。 

 

（※）バイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/） 

バイオサイエンスデータベースセンターは、様々な研究機関等によって作成されたライフサイ

エンス分野データベースの統合的な利用を推進するために、平成２３年４月に独立行政法人

科学技術振興機構に設置されたものです。同センターでは、関連機関に積極的な参加を働
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きかけるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・運用、データベース統合化基盤技術

の研究開発、バイオ関連データベース統合化の推進を４つの柱として、ライフサイエンス分野

データベースの統合化に向けて事業を推進しています。 

これによって、我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミュニティに共

有かつ活用されることにより、基礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含むライフサ

イエンス研究全体が活性化されることを目指しています。 

また、バイオサイエンスデータベースセンターでは、ヒトに関するデータについて、個人情

報の保護に配慮しつつ、ライフサイエンス研究に係るデータの共有や利用を推進するための

ガイドライン（http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/）を策定しております。 
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４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の内容 

（１）公募の概要 

「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」は「創薬等研究支援基盤プラットフォーム事業」、

「生命動態システム科学推進拠点事業」で構成されています。「創薬等支援技術基盤プラットフ

ォーム事業」は創薬プロセス等に活用可能な技術基盤の整備、積極的な外部開放（共用）等を

行うことで、創薬・医療技術シーズを着実かつ迅速に医薬品等に結び付ける革新的プロセスを

実現することを目的とし、我が国で当該事業を担うにふさわしい研究者から構成される機関に対

して補助金を交付します。「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」は、「解析」、「制御」及

び「情報」の３つの拠点から構成され、各拠点には１領域又は複数の領域が設定されています。

そのうち、今回は、「解析」拠点に新たに機能ゲノミクス領域を設置して新規公募を実施いたしま

す。 

なお、平成24年度に「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」の第１期、第2期公募及び

「生命動態システム科学推進拠点事業」の公募は既に終了し、実施機関が決定しています。 

課題の申請に当たっては、技術や施設及び設備等を外部研究者等に共用することや共同研

究を行うことにより、外部研究者等の研究を支援すること（以下、「支援」という。）と、将来の共用

や技術支援を目指した技術や施設及び設備の更なる高度化のための研究開発を実施すること

（以下、「高度化」という。）の２つの役割を含むように申請することが求められます。また、それら

の役割の比率については、課題に参画する課題管理者と課題管理協力者の機関単位でのエ

フォートの総和を１００％とした場合に、「支援」への配分を５０％以上とすることが求められます。 

 

（２）創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の構成 

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」を構成する３拠点の各領域は以下のとおりで

す。 

 

①「解析」拠点（詳細は16ページを参照） 

ア） 解析領域  （平成２４年度採択済み、１３ページの表２を参照。） 

タンパク質立体構造解析等を行うための「支援」と「高度化」を行う。 

※本領域の代表機関を「解析」拠点の拠点代表機関とする。さらに、３拠点から構成され

るプラットフォーム全体を代表して運営を支援する機関とする。 

イ） 生産領域   （平成２４年度採択済み、１３ページの表２を参照。） 

タンパク質の立体構造解析に供する試料を調製するための「支援」と「高度化」を行う。 

ウ） バイオインフォマティクス領域  （平成２４年度採択済み、１４ページの表２を参照。）  

計算科学を活用した種々のシミュレーション等を行うための「支援」と「高度化」を行う。 

エ） 機能ゲノミクス領域A  （今回公募） 

   機能ゲノミクス領域B  （今回公募） 

機能ゲノミクス領域は機能ゲノミクス領域Aと機能ゲノミクス領域Bの2つの領域で構成さ

れる。 

機能ゲノミクス領域A及び機能ゲノミクス領域Bで課題を採択された機関はライブラリー
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作成からゲノム等の解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミクスパイプライ

ン」を構築し、外部研究者等の機能ゲノミクス研究を「支援」する。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」を行う。 

 

・機能ゲノミクス領域A  

ライブラリー作成からゲノム等の解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミク

スパイプライン」の中核を形成し、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、

RNA-seq、微量試料の解析等の「支援」と「高度化」を行う。 

・機能ゲノミクス領域B  

高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析に

供するライブラリー作成等のシーケンス前処理の「支援」と「高度化」を行う。また、「支

援」に供する技術を機能ゲノミクス領域Aに移転し、協力することで「機能ゲノミクスパイプ

ライン」の一翼を担う。 

 

②「制御」拠点（詳細は２３ページを参照） 

ア） ライブラリー・スクリーニング領域  （平成２４年度採択済み、１５ページの表２を参照。） 

大規模な化合物ライブラリー等と、創薬シーズ等の探索を行うスクリーニング施設及び

施設等を整備・運用し、創薬シーズ探索研究等のための「支援」と「高度化」を行う。 

※本領域の代表機関を「制御」拠点の拠点代表機関とする。 

イ） 合成領域  （平成２４年度採択済み、１５ページの表２を参照。） 

創薬のために必要な、化合物の合成や最適化等を行う。有用な施設及び設備や技術

の共用と将来の共用に向けた施設や技術の更なる高度化研究を実施する。 

 

③「情報」拠点（詳細は２６ページを参照） 

情報領域 （平成２４年度採択済み、１５ページの表２を参照。） 

有用なデータベース等を構築、維持、管理し、公開する。また、有用なソフトウエアや解

析ツール等を開発し公開する。さらに、「解析」と「制御」両拠点の情報共有化等を行い外

部研究者等の研究を「支援」する。また、データベース等の更なる「高度化」も行う。 

※本領域の代表機関を「情報」拠点の拠点代表機関とする。 

 

（３）今回実施する新規公募課題及び採択済みの課題 

平成２４年度に公募を行い採択済みの課題は下記の通りです。 

・ 第1期公募： （１３～１５ページの表２を参照。） 

①-ア）「解析」拠点の解析領域 

②-ア）「制御」拠点のライブラリー・スクリーニング領域 

③   「情報」拠点の情報領域 

・ 第2期公募： （１３～１５ページの表２を参照。） 

①-イ）「解析」拠点の生産領域 

①-ウ）「解析」拠点のバイオインフォマティクス領域 

②-イ）「制御」拠点の合成領域 
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今回実施する新規公募は下記の通りです。 

① -エ）「解析」拠点の機能ゲノミクス領域A 

② –エ）「解析」拠点の機能ゲノミクス領域B 

 

以下の表１に公募の区分、公募の対象と時期、想定事業規模及び採択予定課題数を整理し

て示します。また、図２には、各拠点のイメージ図（機関の組織構造と、課題の公募時期・課題

数）を示します。 

 

 

表１ 公募の区分 

 

第1期公募
（採択済み）

第2期公募
（採択済み）

新規公募
（今回公募）

○ ア）解析領域 ○ 6～7億円 1課題

イ）生産領域 ○
2,000万円
～1億円

10課題程度

ウ）ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ領域 ○
2,000万円
～3,000万円

5～10課題程度

機能ゲノミクス領域A ○ 2億円以下 1課題

機能ゲノミクス領域B ○ 3,500万円以下 3～5課題

○ ア）ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域 ○ 8～9億円 1課題

イ）合成領域 ○
1,000万円
～2,000万円

5～10課題程度

③情報拠点 ○ 情報領域 ○
8,000万円

～1億3,000万円
1課題

拠点
拠点
代表
機関

公募区分
公募対象・時期

事業規模
採択予定
課題数

①解析拠点

エ）

②制御拠点

 

「事業規模」の額は１課題当たりの総額（代表機関と分担機関へ交付する補助金の総額）を示します。 
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分担機関
（複数可）

解析拠点

生産領域 代表機関①
分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関②
分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関①
分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関②
分担機関
（複数可）

公募①-ア）
1課題
採択済み※

公募①-イ）
10課題
採択済み※

公募①-エ）
A:1課題
今回公募

解析領域 代表機関
拠点
代表機関

機能ゲノミクス領域A 代表機関①
分担機関
（複数可）

機能ゲノミクス領域B 代表機関①
分担機関
（複数可）

公募①-ウ）
8課題
採択済み※

機能ゲノミクス領域B 代表機関②
分担機関
（複数可）

公募①-エ）
B:3～5
課題程度
今回公募

 

ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関

分担機関
（複数可）

制御拠点

合成領域 代表機関①
分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関②
分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関③
分担機関
（複数可）

公募②-ア）
1課題
採択済み※

公募②-イ）
8課題
採択済み※

拠点
代表機関

 

 

情報領域 代表機関
分担機関
（複数可）

情報拠点

公募③
1課題
採択済み※

拠点
代表機関

 

図２ 拠点のイメージ図（拠点の組織構造と、課題の公募時期・課題数） 

※第１期・第２期公募の結果、採択された課題については表２を参照してください。 
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表２ 第１期・第２期公募の採択課題 

 

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表 　高エネルギー加速器研究機構 千田俊哉

　理化学研究所 山本雅貴

　北海道大学 田中　勲

　大阪大学 中川敦史

　東京大学 大野美惠

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

RaPID基盤技術が拓く構造生命科
学と創薬の飛躍的加速

代表 　東京大学 菅　裕明

代表 　大阪大学 高木淳一

　東北大学 加藤幸成

　横浜市立大学 禾　晃和

無細胞系と細胞系の複合による高
難度複合体・創薬関連タンパク質
の合成・精製・結晶化パイプライ
ン技術の高度化と支援

代表 　理化学研究所 横山茂之

大規模自動結晶化システムによる
解析パイプラインの支援と高度化

代表 　高エネルギー加速器研究機構 加藤龍一

代表 　大阪大学 藤原敏道

　SAIL テクノロジーズ㈱ 寺内　勉

　奈良先端科学技術大学院大学 塩﨑一裕

代表 　京都大学 小林拓也

　千葉大学 村田武士

　九州大学 白石充典

代表 　愛媛大学 澤崎達也

分担 　富山大学 村口　篤

SPring-8 におけるワンストップ
タンパク質試料生産支援および高
分解能結晶取得技術の高度化

代表 　理化学研究所 国島直樹

代表 　横浜市立大学 西村善文

　早稲田大学 胡桃坂仁志

　㈱セルフリーサイエンス 森下　了

創薬等支援のためのタンパク質立
体構造解析に資する高品質タンパ
ク質調製法および結晶生産技術に
よる支援と高度化

代表 　東京大学 上田卓也

創薬ターゲットとして重要なヒト
膜タンパク質の生産及び結晶化支
援基盤 分担

コムギ無細胞合成系による蛋白質
生産支援・高親和抗体構築技術開
発

構造解析用核内タンパク質の生産
と評価 分担

解
析
拠
点

解
析
領
域

創薬等支援のためのタンパク質立体
構造解析総合技術基盤プラット
フォームによる支援と高度化 分担

解
析
拠
点

生
産
領
域

動物細胞発現系を用いた高難度タ
ンパク質生産支援と、糖鎖工学・
抗体工学を用いたその高度化 分担

最先端NMR 構造解析に向けた蛋白
質試料評価調製システムの高度化
と外部支援 分担
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拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表  東京大学 清水謙多郎

 日本原子力研究開発機構 河野秀俊

 東京薬科大学 小島正樹

分子動力学計算による各種構造生
物学データを活用した生体分子構
造機能解析

代表  横浜市立大学 池口満徳

分子モデリングに基づく高度創薬
支援

代表  産業技術総合研究所 広川貴次

超分子モデリングパイプラインの
構築

代表
 関西文理総合学園
 長浜バイオ大学

白井　剛

タンパク質の立体構造及び相互作
用推定のための構造インフォマ
ティクス技術の開発

代表  産業技術総合研究所 富井健太郎

タンパク質－リガンド間の構造イ
ンフォマティクスに基づくドッキ
ング技術高度化とインシリコスク
リーニング支援研究

代表  理化学研究所 本間光貴

代表  名古屋大学 太田元規

分担  前橋工科大学 福地佐斗志

実験データを取り入れたフレキシ
ブル・ドッキングによるタンパク
質複合体解析パイプラインの構
築、支援と高度化

代表  大阪大学 Daron Standley

解
析
拠
点

バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ

マ
テ
ィ

ク
ス
領
域

タンパク質の複合体構造・相互作
用に関する総合的な予測・解析の
実施と高度化 分担

構造バイオインフォマティクス・
リテラシーの浸化と深化
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拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表  東京大学 長野哲雄

 北海道大学 前仲勝実

 東北大学 山本雅之

 京都大学 萩原正敏

 大阪大学 宇野公之

 九州大学 井上和秀

 長崎大学 植田弘師

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

分子触媒開発と天然物の全合成を
基盤とする創薬化学研究

代表  名古屋大学 横島 聡

フッ素原子の特性を生かした，
リード化合物最適化･化合物ライ
ブラリー強化を支援･加速する官
能基導入･転換技術の高度化

代表  岡山大学 宮地 弘幸

メカニズムを基盤としたデザイン
と先端的合成法による画期的な次
世代医薬品候補化合物の創出

代表  昭和薬科大学 山本　恵子

天然有機化合物を基盤とする創薬
支援型有機化合物創製

代表  東京薬科大学 伊藤　久央

多彩な化合物合成を基盤とする創
薬支援研究

代表  静岡県立大学 菅　敏幸

ヒット化合物の標的分子同定技術
の高度化・共用による革新的創薬
支援

代表  東京医科歯科大学 細谷 孝充

薬物代謝を考慮したヒット化合物
の最適化と、多様な生理活性化合
物の提供

代表  慶應義塾大学 増野 匡彦

代表  名古屋市立大学 樋口 恒彦

分担  名古屋工業大学 柴田 哲男

分担

制
御
拠
点

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

・
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
領
域

大型創薬研究基盤を活用した創薬
オープンイノベーションの推進

制
御
拠
点

合
成
領
域

C-H結合活性化を活用する独創的
リード化合物高度化

 

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表  情報・システム研究機構 由良　敬

 大阪大学 金城　玲

 東北大学 木下賢吾

 東京大学 永田宏次

 お茶の水女子大学 近藤るみ

情
報
拠
点

情
報
領
域

構造生命科学データクラウドの構
築運用と高度化 分担
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（４）創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の各拠点・領域の詳細 

①「解析」拠点 

「解析」拠点は、解析領域、生産領域、バイオインフォマティクス領域及び機能ゲノミクス領

域の４領域に課題を採択された機関から組織されます。そのうち、第１期公募（平成24年度に

実施）の結果、解析領域の課題を採択された代表機関が「解析」拠点の拠点代表機関として

拠点に参画しています。また、第2期公募（平成２４年度に実施）で課題が採択された生産領

域、バイオインフォマティクス領域の機関とともに、今回実施する新規公募で機能ゲノミクス領

域の課題を採択される機関は、拠点代表機関と連携することを前提として「解析」拠点に参画

します。  

解析領域と生産領域及びバイオインフォマティクス領域では、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クス

等に関する技術や施設及び設備等を一貫して提供する「構造解析パイプライン」を構築し、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」を行います。 

今回公募する機能ゲノミクス領域は機能ゲノミクス領域Aと機能ゲノミクス領域Bの２つの領

域で構成されます。 

機能ゲノミクス領域Aにおいてはライブラリー作成からゲノム等の解読及び高次解析を一貫

して提供する「機能ゲノミクスパイプライン」の中核を形成し、高度なエピゲノム解析（DNAメチ

ル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等の「支援」と、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」を行います。 

機能ゲノミクス領域Bにおいては高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、

RNA-seq、微量試料の解析に供するライブラリー作成等のシーケンス前処理の「支援」と将来

の共用に向けて、それらの技術や施設及び設備の「高度化」を行います。また、「支援」に供す

る技術を機能ゲノミクス領域Aに移転し、協力することで「機能ゲノミクスパイプライン」の一翼を

担います。 

機能ゲノミクス領域A及び機能ゲノミクス領域Bで課題を採択された機関はライブラリー作成

からゲノム等の解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミクスパイライン」を構築し、

外部研究者等の機能ゲノミクス研究を「支援」し、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」を行います。 

 

ア）解析領域 （平成２４年度採択済み） 

 

 【概要】 

本領域において課題を採択された代表機関が「解析」拠点の拠点代表機関となります。本

領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 大規模なＸ線結晶構造解析施設の設計、構築及び運用を行い、その共用を促進する。 

・ 同一の解析対象に対し、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

解析技術の開発を支援する。 
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・ 構造生物学の経験を持たない研究者を含む外部研究者等に対し、広く構造生物学との融

合を促進するために、構造解析研究の進め方の指導や、最適なマッチングを考慮した共同

研究先の紹介等を行う。 

 

「高度化」  

・ 立体構造解析が困難なタンパク質の研究のために、Ｘ線結晶構造解析技術について新た

な技術開発を行い、基盤的ファシリティーを整備し外部研究者等に対し広く共用する。 

・ 膜タンパク質、複合体タンパク質等、大きな結晶を作成することが困難なタンパク質の結晶

構造解析を進めるために、基盤となる微小結晶用の構造解析装置を開発し共用を促進す

る。 

・ 解析方法の自動化、迅速化等の先端的な技術開発によって、構造解析研究の推進を図る

基盤を提供する。 

 

【拠点代表機関として】 

・ 「解析」拠点の「拠点代表機関」として一連の要素技術を開発、提供する機関を代表し、外

部研究者等や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設、設備及び機関等の利用方法

の案内、研究の進め方の指導及び最適な共同研究体制の構築支援等を行い、「構造解析

パイプライン」の運営を支援する機能を構築し運用する。 

・ 「解析拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。それにより、拠点内や拠点間の連絡

調整を行うほか、「解析」拠点の持つ放射光施設等の施設及び設備を、外部研究者等に対

し適正に共用するために、支援対象とする課題の選考、施設利用時間（マシンタイム）の割

り当て、無償利用（トライアルユース）や利用者の自己負担額の考え方等を協議して公正な

運営を行うことが求められる。なお、必要に応じて、「解析拠点推進委員会」の下に協議会

等を設置することができる。 

 

【プラットフォーム全体の運営について】 

・ 「創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会」※の設置と運営の事務支援を行う。 

   ※「創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会」の役割 

・ 文部科学省及び本プラットフォームの実施機関等との連携協力を行い、プラットフォーム全

体の連絡調整を行う。 

・ 本事業を進めるに当たってのプラットフォーム全体の重要事項を議論する。 

  （例） ・人材育成の方針（「支援」の立場から研究に参画する研究者等も、研究成果の

創出に貢献した場合には、その成果に関する論文等において執筆者の一人と

することにより評価を受けられるように配慮し調整すること等） 

・統合データベースへのデータ提供の在り方等 

・ 成果の管理に関する業務、シンポジウム等の開催、パンフレットの作成等を必要に応じて支

援する。  

 

【要件】 

・ 大規模なＸ線結晶構造解析施設の設計、構築及び運用に十分な知識と経験豊かな人材

及び実績があること。  

・ 数十ミクロン程度の微小結晶、格子定数が３００～６００オングストロームのタンパク質結晶の
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ための構造解析装置開発と運用に実績を有すること。  

・ 構築した構造解析技術基盤の有用性を検証できること。  

・ 外部研究者等を充分に支援できること。  

・ 数ミクロン程度のタンパク質微小結晶のＸ線結晶構造解析を可能にするＸ線光学、回折装

置、結晶ハンドリング、データ収集システム等の要素技術開発実績を有すること。  

・ タンパク質Ｘ線結晶構造解析における位相決定技術、自動構造解析技術等の開発実績を

有すること。  

・ これらの技術開発研究のための施設を有し、それを用いた構造解析研究実績を有するこ

と。  

・ 解析したタンパク質の構造情報に関するデータベースの構築経験を有すること。  

・ 拠点内及びプラットフォーム全体の運営に必要な業務の支援のための以下の要件を満た

すこと。 

（ア）事業運営についての経験やノウハウ、情報・データ等に習熟しており、プラットフォーム

内の研究に関する基礎知識を有していること。 

（イ）業務遂行に際して、独立した専用執務室の保有、コンピュータシステムの使用等、組織

として諸施設が整備されていること。 

（ウ）業務支援において、公的資金の適切な執行、習熟したサービスの提供により、安全で

円滑な事務処理が保障されていること。 

 

イ）生産領域（平成24年度採択済み） 

 

【概要】 

 解析領域と生産領域及びバイオインフォマティクス領域では、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「構造解析パイプライン」を整備することとしています。生産領域で課題を採択

された機関は、解析拠点の一員として「構造解析パイプライン」に参加することが求められま

す。 

なお、参画機関の研究者は、解析拠点の推進委員会等からの要請に従い、外部研究者等

に研究提案を行うコンサルタント等として解析拠点の運営に参加していただくことがあります。 

本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「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。 

 

「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性の高いタンパク質合成系等を開



 

19 

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。 

・ 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。 

 

なお、高度化研究について、以下のような具体的な例が考えられる。 

・ 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。 

・ 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。 

 

【要件】 

本領域では、タンパク質の生産支援技術として、①発現技術、②精製技術、③結晶化技術、

④性状評価支援技術及び⑤高難度タンパク質生産支援技術のうち、１技術又は複数の技術

の「支援」と「高度化」を含む課題を公募します。 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の内の１つ以上の要件を満たすことが求められ

ます。 

 

(1) 数種類のタンパク質発現系を有していること。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 
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(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る最先端の技術や設備を有

していること。 

 

ウ）バイオインフォマティクス領域（平成２４年度採択済み） 

 

   【概要】 

 解析領域と生産領域及びバイオインフォマティクス領域では、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「構造解析パイプライン」を整備することとしています。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、解析拠点の一員として「構造解析パイプライン」に参加す

ることが求められます。 

なお、参画機関の研究者は、解析拠点の推進委員会等からの要請に従い、外部研究者等

に研究提案を行うコンサルタント等として解析拠点の運営に参加していただくことがあります。 

本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

   「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等に

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。 

 

「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。 

 

   【要件】 

本領域での課題の申請に当たっては、以下に示す要件のうち、２つ以上を満たすことが求

められます。また、それらを活用して外部研究者等の研究を支援できることや、ここで開発され

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も求められます。 

 

(1) 立体構造に基づくドッキング手法の開発と応用（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）を実施できること。 

(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開発と応用を実施できること。 

(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
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きること。 

(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。 

(7) 分子動力学計算手法の改良と応用を実施できること。 

(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用した創薬研究も奨励しま

す。） 

(9) タンパク質結晶化に寄与するインフォマティクス（ディスオーダー予測やホモロジーモデリ

ングを含む。）を実施できること。 

(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バイオインフォマティクスを実

施できること。 

(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。 

(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ること。 

(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。 

 

エ）機能ゲノミクス領域（今回公募） 

 

【概要】 

機能ゲノミクス領域は機能ゲノミクス領域Aと機能ゲノミクス領域Bで構成されます。 

機能ゲノミクス領域Aにおいては、機能ゲノミクス研究に関する知識や経験を持たない研究

者も含む幅広い研究分野のライフサイエンス研究者の機能ゲノミクス研究を広く支援するため、

次世代シーケンサー等の最適な機器運営体制を構築し、ライブラリー作成からゲノム等の配

列解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミクスパイプライン」の中核を形成し、高度

なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等の「支援」と、

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」を行います。 

機能ゲノミクス領域Bにおいては、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、

RNA-seq、微量試料の解析に供するライブラリー作成等のシーケンス前処理の「支援」と、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」を行います。また、「支援」に供

する技術を機能ゲノミクス領域Aに移転し、協力することで「機能ゲノミクスパイプライン」の一翼

を担います。 

機能ゲノミクス領域で課題を採択された機関は、解析拠点の一員として「機能ゲノミクスパイ

プライン」に参加することが求められます。 

なお、参画機関の研究者は、解析拠点の推進委員会等からの要請に従い、外部研究者等

に研究提案を行うコンサルタント等として解析拠点の運営に参加していただくことがあります。 

 

１） 機能ゲノミクス領域A 

【機能ゲノミクス領域Aの概要】 

機能ゲノミクス領域Aにおいては、次世代シーケンサー等の最適な機器運営体制を構築し、
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ライブラリー作成からゲノム等の配列解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミクスパ

イプライン」の中核を形成し、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、

微量試料の解析等の「支援」と、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」を行います。 

 

機能ゲノミクス領域Aにおいて求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 次世代シーケンサー等の最適な機器運営体制を構築する。 

・ 次世代シーケンサーを用い高度なエピゲノム解析、RNA-seq、微量試料の解析等、難易度

の高い技術を外部研究者等に提供する。 

・ 機能ゲノミクス領域Bで開発された技術を導入し外部研究者等に提供する。 

・ 次世代シーケンサーから得られた解読データの高次解析を行い、依頼した外部研究者等

に提供する。 

 

「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。 

 

【要件】 

次世代シーケンサー等の最適な機器運営体制を構築し、ライブラリー作成からゲノム等の

配列解読及び高次解析を一貫して提供する「機能ゲノミクスパイプライン」の中核を形成し、高

度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等の「支援」と、

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」を含む課題を公募します。 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の要件を満たすことが求められます。 

 

・ 関連分野について、優れた研究実績を有していること。 

・ 既に次世代シーケンサーによるエピゲノム解析（DNA メチル化、ChIP-seq 等）、RNA-seq、

微量試料の解析等の大量データの生成の経験があり、「機能ゲノミクスパイプライン」にお

ける解析用前処理等と計算機器による情報処理等を一体として運営するために必要な充

分な知識、経験豊かな人材を有していること。 

・ エピゲノム解析（DNA メチル化、ChIP-seq 等）、RNA-seq、微量試料の解析等について、

次世代シーケンサーによる大規模・大量データ解析を行い、外部研究者等に対する十分

な支援実績があり、かつ確実に支援できること。 

・ 既に大規模なアノテーションや研究データベースの開発・提供の経験があり、「機能ゲノミ

クスパイプライン」の構築・運営に充分な知識と経験豊かな人材を有していること。 

・ 公的なデータベース（国際 DNA データバンク：DDBJ、EMBL、GenBank 等）に精通してい

ること。 

・ シーケンス解析やデータの生物学的な意義付け、データ間の関連づけ及び統計解析等

により、外部研究者等を確実に支援できること。 

・ 次世代シーケンサーを活用するための革新的技術の開発が含まれる提案とすること。 
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２）  機能ゲノミクス領域B 

【機能ゲノミクス領域Bの概要】 

機能ゲノミクス領域Bにおいては、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、

RNA-seq、微量試料の解析等に供するライブラリー作成等のシーケンス前処理の「支援」と将

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」を行います。また、「支援」に供

する技術を機能ゲノミクス領域Aに移転し、協力することで「機能ゲノミクスパイプライン」の一翼

を担います。 

機能ゲノミクス領域Bにおいては、目標が達成されているか、「支援」及び「高度化」が適切に

行われているか等の審査を26年度末までに行い、その結果により2年間の事業の継続（全体と

して３年間）が妥当かを判断します。 

機能ゲノミクス領域Bにおいて求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析に供する

ライブラリー作成等について高い独自技術を有し、シーケンス前処理の支援を行う。また、

「支援」に供する技術を機能ゲノミクス領域Aに移転し、協力することで「機能ゲノミクスパイプ

ライン」の一翼を担う。 

 

「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。 

 

【要件】 

機能ゲノミクス領域Bにおいては、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、

RNA-seq、微量試料の解析等の「支援」と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」を含む課題を公募します。 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の要件を満たすことが求められます。 

 

・  提案課題の分野について、高い独自技術を持ち、優れた研究実績を有していること。 

・ 新たに開発した技術について、その知的財産を実施者が確保した上で、機能ゲノミクス領

域 A へ技術移転等を行うこと。 

・ シーケンス解析やデータの生物学的な意義付け、データ間の関連づけ及び統計解析等

について、機能ゲノミクス領域 A に協力すること。 

 

 

② 「制御」拠点 

「制御」拠点は、ライブラリー・スクリーニング領域と合成領域の２領域に課題を採択される機

関から組織されます。そのうち、第1期の公募の結果、ライブラリー・スクリーニング領域の課題

を採択されている代表機関が「制御」拠点の拠点代表機関として拠点に参画しています。第2

期公募で合成領域の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「制

御」拠点に参画しています。 

「制御」拠点は、創薬シーズ等の探索のために、化合物ライブラリーとスクリーニングの技術

基盤や施設及び設備等と、化合物の最適化や新規骨格の構築等を行う合成技術の基盤等を
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一貫して整備して外部研究者等に提供する「支援」と、将来の共用に向けて、それらの技術や

施設及び設備の更なる改良や新規開発を行う「高度化」を実施します。 

 

ア）ライブラリー・スクリーニング領域（平成２４年度採択済み） 

  

   【概要】 

本領域の課題を採択された機関が、「制御」拠点の拠点代表機関です。本領域において求

められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 創薬等のスクリーニングのための化合物を集積した化合物ライブラリーを整備・運用し外部

研究者等に対し提供する。 

・ 外部研究者等に対し多検体スクリーニング設備の共用を促進する。 

・ 一連の創薬シーズ等の探索に重要な、インシリコ解析による化合物の絞り込み技術、精度と

感度の高いアッセイ技術及び創薬等を目指した化合物合成技術等を活用して創薬シーズ

等の探索の推進を支援する。 

・ 得られたヒット化合物を合成展開して最適化する合成技術を提供する。 

・ 重要な創薬ターゲットやスクリーニング系を持つ外部研究機関等に対し、創薬のためのスク

リーニング研究を委託することで創薬プロセスを推進する。 

  ※研究委託費については、「５．本事業の経費等」参照。 

 

「高度化」 

・ 上記の「支援」のための技術や設備の更なる拡充、改良を行う。 

 

   【拠点代表機関として】 

・ 「制御」拠点の拠点代表機関として一連の要素技術を開発、提供する機関を代表し、外部

研究者等や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設や機関の活用方法や研究の進め

方等の相談を受ける等の機能を構築し運用する。 

・ 拠点内や拠点間の連絡調整等を行う「制御拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。 

・ 外部研究者等に対する化合物の分譲や、スクリーニング施設や設備の共用の適正な運営

のために、支援する課題の選考、無償利用（トライアルユース）の考え方及び利用者の自己

負担額の考え方等を協議して公正な運営を行う。そのため、必要に応じて「制御拠点推進

委員会」の下に協議会等を設置することができる。 

   

   【プラットフォーム全体の運営について】 

     プラットフォーム全体の運営を代表して支援する「解析」拠点と連携し、円滑な事業運営の

ために協力する。 

 

【要件】 

○ 化合物ライブラリー 

・ 論理的な代表化合物選定及びライブラリー構築、運用に十分な知識と経験豊かな人材 

を有し、既に２０万種類以上の化合物からなるライブラリーを構築した実績があること。 
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・ 化合物ライブラリーを集中的に構築し、運用するための保管場所等の体制が確保されて

いること。 

・ 化合物ライブラリーで保管される化合物の構造・純度等の評価体制と化合物の供給及び

補充等の支援体制が整備されていること。 

・ 化合物配布により外部研究者等を充分に支援できること。 

○ スクリーニング 

・ 日本全国の複数のスクリーニング施設及び設備を共用する機関が有機的に連携し、広く

スクリーニング研究を支援できる体制を持つこと。 

・ 大規模多検体スクリーニング設備を保有し、それを積極的に外部開放すること。 

・ インシリコ解析による化合物の絞り込み技術を有しており、それを活用して外部研究者等

の研究を支援できること。 

・ 精度と感度の高いアッセイ技術の構築に実績を有し、それを活用して外部研究者等の

研究を支援できること。 

・ 創薬を目指した化合物合成技術等を有し、それを活用して外部研究者等を支援する。 

・ 既存のスクリーニングシステムについて、十分な知識・技術を有し、外部研究者等の探索

研究を充分に支援できること。 

・ 外部研究者等に対し大規模多検体スクリーニング設備等を共有することにより、創薬シ

ーズ探索を支援できること。 

 

 

イ）合成領域（平成２４年度採択済み） 

 

   【概要】 

制御拠点では、参画するライブラリー・スクリーニング領域と合成領域の機関が一体となって、

解析拠点や情報拠点と連携し、新しい創薬プロセスを構築します。合成領域で課題を採択さ

れた機関は、制御拠点推進委員会等の要請に応じ化合物を合成展開するなど、外部研究者

等の創薬研究を必要に応じて代表機関等の助言を受けながら支援することが求められます。 

また、制御拠点の一員として、制御拠点推進委員会等が中心となって推進する拠点事業の

推進や運営に、連携・協力することを前提として拠点に参加することが求められます。 

なお、本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

   

 「支援」 

・ 創薬スクリーニング研究を行う外部研究者等に対し、ヒット化合物を合成展開し最適化する

技術を提供する。 

・化合物ライブラリーの拡充を目的とし、新たに合成した独自性のある化合物をスクリーニング

研究のために提供する 

 

「高度化」 

・ 新規な化合物合成法等、上記の「支援」のための技術の高度化を行う。 

 

【要件】 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の要件を原則としてすべて満たすことが求め
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られます。 

(1) 局所排気装置や実験廃棄物の処理システム等、有機合成に必要な設備を有すること。 

(2) 制御拠点で支援するスクリーニング研究で得られたヒット化合物について、活性や生体

内での物性等を改善するための、最適化合成研究支援を拠点代表機関と連携して行う

ことができること。 

(3) 最適化合成支援を目的として合成した化合物の権利については、基本的な考え方とし

て、支援先研究者が属する機関等と関係者間でそれぞれの貢献度を協議して決めた持

分となることについて、機関として予め承認すること。 

(4) 創薬等の目的に合致する新規有用骨格創出を目指した化合物群の合成を提案できるこ

と。 

(5) 化合物ライブラリーの拡充を目的とし、上記提案に基づいて新たに合成した化合物をス

クリーニング研究のために提供できること。なお、合成した化合物は制御拠点の化合物

ライブラリーに移管する、又は申請機関において管理することとし、合成した化合物の分

譲に当たっては、その条件等について必要に応じ機関間で協議する。 

(6) 創薬化学研究の経験を持つ研究者をメンバーに加えるか、あるいは、その援助を受けら

れる体制を整備すること。 

 

また、上記の要件に加え、以下のいずれかに該当することも原則として求められます。 

(7) 生物活性の強い化合物（例えば、EC50がサブμM以下の化合物。）を有機合成し、新規

に開発した経験があること。 

(8) 主体的に貢献した複数の論文が、創薬化学分野の専門誌（米国化学会出版の医薬化

学雑誌であるJournal of Medicinal Chemistry等）に掲載されていること。 

(9) 本領域の有機合成業務を担えると判断できる程度に生物活性化合物を複数全合成した

経験があること。 

 

 

③ 「情報」拠点 

 

   「情報」拠点は、情報領域に課題を選択される機関のみから組織されます。第1期公募で採択

された代表機関が「情報」拠点の拠点代表機関として拠点に参画しています。。 

   「情報」拠点は、タンパク３０００プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３年

度創薬等支援技術基盤プラットフォームの成果からなるデータベースやソフトウエアを管理・運

用します。また、それらを継続的に更新し、内容の拡充や高度化を行います。さらに、ユーザー

が求めるデータベースやソフトウエア等の新規開発等を行います。 

 

情報領域（平成２４年度採択済み） 

 

   【概要】 

本領域の課題を採択された機関は「情報」拠点の拠点代表機関です。本領域において求

められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

   「支援」 
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・ これまでのタンパク３０００プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３年度創

薬等支援技術基盤プラットフォームの成果からなるデータベースやソフトウエア（解析ツール

等）のうち、有用なものを維持・管理する。 

・ 「解析」、「制御」両拠点の成果（論文、データ等）及び共用実績等や、創薬等支援技術基

盤プラットフォーム事業に参画する機関と共同研究する外部研究者の情報等を共有し、可

能な限り速やかに公開する。 

 

「高度化」 

・ 外部の公開情報も含め、重要な情報を集約して公的なタンパク質統合データベースを構築

し、常にその内容を量的・質的に向上させ続けながら外部へ公開する。 

 

   【拠点代表機関として】 

・ 「情報」拠点の代表機関として一連の要素技術を開発、提供する機関を取りまとめ、外部研

究者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設や機関の活用方法や研究の進め方等

の相談を受ける等の機能を構築し運用する。 

・ また、「情報拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。それにより、拠点内や拠点間の

連絡調整を行うほか、データベースやソフトウエア（解析ツール等）の維持・管理や新規開

発に関する考え方等や、情報の公開に関する考え方等を協議して公正な運営を行う。なお、

必要に応じて「情報拠点推進委員会」の下に協議会等を設置することができる。 

 

【プラットフォーム全体の運営について】 

・ プラットフォーム全体の運営を代表して支援する「解析」拠点と連携し、円滑な事業運営の

ために協力する。 

 

【要件】 

・ 大規模な研究情報マネージメントシステムの構築経験を有すること。 

・ データベースの標準化と相互運用性、特にゲノム情報やタンパク質情報の統合化に関する

研究開発の実績を有すること。 

・ バイオインフォマティクスの研究開発や情報セキュリティーシステムならびにバイオ分野の 

データベース構築に実績があること。 
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（５）実施予定額等 

 

① 実施予定額と採択予定数 

平成２６年度の各領域における課題当たりの経費及び機能ゲノミクス領域における1課題当

たりの経費の目安は以下のとおりです。 

 

「解析」拠点 

ア）解析領域      ：６～７億円（平成２４年度採択済み、参考） 

イ）生産領域      ：２，０００万円～1億円（平成２４年度採択済み、参考） 

ウ）バイオインフォマティクス領域   ：２，０００万円～３，０００万円 

（平成２４年度採択済み、参考） 

エ）機能ゲノミクス領域  

機能ゲノミクス領域A          ：２億円以下 

                             （１課題、今回公募） 

機能ゲノミクス領域B          ：３，５００万円以下 

                               （３～５課題程度、今回公募） 

「制御」拠点 

ア）ライブラリー・スクリーニング領域 ：８～９億円（平成２４年度採択済み、参考） 

イ）合成領域       ：１，０００万円～２，０００万円 

（平成２４年度採択済み、参考） 

「情報」拠点 

情報領域       ：8,000万円～1億3,000万円 

（平成２４年度採択済み、参考） 

 

※経費の目安の額は平成２6年度の１課題当たりの総額、すなわち代表機関と分担機関へ交付す

る補助金の総額を示します。 

 

② 実施期間 

機能ゲノミクス領域Aの実施期間は原則として平成２６年度から３年間です。 

機能ゲノミクス領域Bの課題においては目標が達成されているか、「支援」及び「高度化」が

適切に行われているか等の審査を平成２６年度末までに行い、その結果により2年間の事業の

継続（全体として３年間）が妥当かを判断します。 

さらに、実施期間については、国の戦略目標の変更等により、全面的な見直しや、変更中

止もあり得ます。 

 

（６）申請に係る留意事項 

 

① 課題を申請する際に、課題の内容が異なる場合には１つの機関が複数の課題を申請するこ

とができます。 

 

② ①の内容は、同一の領域内での申請であっても妨げませんが、同一の研究者は複数課題の

代表機関課題管理者、又は分担機関課題管理者にはなれません。 
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５．本事業の経費等  

本事業の公募に当たって申請できる経費の大項目と中項目は以下のとおりとします。また、土地

の購入や建物の建設に要する費用には使用できません。 

また、平成２６年度の事業実施期間は、平成２７年３月３１日までとなるので、機械装置等の購入

については、納入時期等に十分留意してください。 

なお、課題が採択された場合、文部科学省は代表機関及び分担機関のそれぞれから交付申請

を受け、交付決定を行います。代表機関と分担機関との間では経費の流用はできないので、十

分に留意してください。 

 

（ア）【大項目】物品費 

（a）【中項目】設備備品費： 

事業・事務の実施に直接要するもので、原型のまま比較的長期の反復使用

に耐えうるもの。なお、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等によ

る。 

（b）【中項目】消耗品費： 

事業・事業の実施に直接要する以下に例示する資材、部品、消耗品等の購

入経費。なお、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等による。 

・ソフトウエア ※バージョンアップを含む 

・図書、書籍 ※年間購読料を含む 

・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM 等 

・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類 

・試作品 等 

（イ）【大項目】人件費・謝金 

（a）【中項目】人件費： 

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者

の経費 

 ・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤

費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 

  ・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）

及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試

験に係る退職手当等 

 ・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 

  ・他機関からの出向研究員の経費  等 

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する

者の経費 

 ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント 

  ・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 

 ・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 等 

＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。 

 

（b）【中項目】謝金： 
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事業・業務の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費。 

  ・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 

 ・講演会等の謝金 

 ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿

の執筆・査読・校正（外国語等）等） 

 ・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 

 ・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱） 

 ・学生等への労務による作業代 

 ・被験者の謝金 等 

＊謝金の算定に当たっては研究機関の謝金支給規程等によるものとす

る。 

（ウ）【大項目】旅費 

【中項目】旅費： 

      旅費に関わる以下の経費 

・ 業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院

生を含む）の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿

泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日

当、旅行雑費を含む。 

・ 上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必

要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動

にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 

・ 外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊

費、日当、滞在費、旅行雑費） 

・ 研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転

費、扶養親族移転費、旅行雑費）等 

＊旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。 

＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる

場合のみ）を含む。 

＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」

「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険

料」「航空券取扱手数料」等をいう。 

（エ）【大項目】その他 

（a）【中項目】外注費： 

      外注に関わる以下の経費 

業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注に

かかる経費 

・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品

の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管

理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負 

・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解

析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負 

・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）
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等 

＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く 

（b）【中項目】印刷製本費： 

      業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 

・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成の

ための印刷代等 

（c）【中項目】会議費： 

       業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に

要した経費 

・研究運営委員会等の委員会開催費 

 ・会場借料 

 ・国際会議の通訳料 

 ・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）等 

（d）【中項目】通信運搬費： 

       業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・

電話料 

          ・電話料、ファクシミリ料 

 ・インターネット使用料 

 ・宅配便代 

 ・郵便料等 

（e）【中項目】光熱水料： 

       業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及

び水道等の経費 

（f）【中項目】研究開発委託費：今回の新規公募については対象外 

        

（g）【中項目】その他（諸経費）： 

       上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 

 ・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫

料、土地・建物借上料、圃場借料 

 ・研究機関内の施設・設備使用料 

 ・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学

会に参加するための旅費は『旅費』に計上） 

 ・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が

認められる場合のみ） 

・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り

代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ

作成費等） 

 ・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 

 ・保険料（業務・事業に必要なもの） 

 ・振込手数料 

 ・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライ

センス使用料を含む）、データベース使用料等） 
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 ・特許関連経費 

 ・薬事相談費 

   ・薬品・廃材等処理代 

 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 

 ・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除

く） 等 

（h）【中項目】その他、大臣が認めた経費 

        

 

６．新規公募の選考にかかる審査  

（１）審査方法 

課題の採択にあっては、外部有識者による委員から構成される課題選考委員会の審査で採

択課題候補案及び実施予定額案を決め、これを基に文部科学省が決定します。 

 

（ア） 創薬等支援技術基盤プラットフォームに関する審査は、文部科学省に設置した課題選考

委員会において、非公開で行います。 

 

（イ） 課題選考委員会は、代表機関の長から提出された応募書類の内容について書面審査を

実施します。さらに、必要に応じてヒアリングによる審査を行い、合議により採択課題案及び

実施予定額案を決定します。 

 

（ウ） 課題選考に携わる委員は、審査の過程で取得した一切の情報を、委員の職にある期間だ

けではなく、その職を退いた後でも第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意

義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられます。 

 

（エ） 採択に当たっては、課題選考委員会等の意見を踏まえ、目標や実施計画等の修正を求め

ることがあります。なお、今回設定された目標は事後評価の際の評価指標の１つとなります。 

 

（オ） 全ての審査終了後、採択の可否及び実施予定額を通知します。なお、選考の途中経過に

ついての問い合わせには一切応じられません。 

 

（カ） 文部科学省における採択課題の決定後、文部科学省ホームページへの掲載等により、課

題選考委員等についての情報を公開します。 
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（２）審査の項目と観点 

課題の選定に当たっては、各項目について以下の観点に基づいて審査します。 

 

１）解析拠点－（エ）機能ゲノミクス領域A 

 

（ア）達成目標について （様式２－①） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は機能ゲノミクス領域Aの公募内容に適合しているか。 

② 目標の明確さ、妥当性 

・達成目標全体は明確で妥当か。 

- 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・「支援」の達成目標は明確で妥当か。 

- 次世代シーケンサーから得られた解読データの一次解析から高度な解析支援の達成目

標は妥当か。 

- 高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等、難

易度の高い技術支援の達成目標は妥当か。 

- 機能ゲノミクス領域Aを中核として構築される「機能ゲノミクスパイプライン」を構成する機関

として他の構成機関と連携し、外部研究者等の一連の研究を支援する目標となっているか。 

- 機能ゲノミクス研究支援を必要とする新たなユーザーを獲得することができるか。 

・「高度化」の達成目標は明確で妥当か。 

- 高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等の高

感度化の技術開発の達成目標は妥当か。 

- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、当該研究分野の最先端の水準に達して

いるか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・支援する研究及び高度化する技術は、当該分野及び異分野の研究等への波及効果や企業

への技術移転等が見込めるか。 

 

（イ）実施計画について （様式２－②） 

① 実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的で合理的なものか。 

・実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ユーザーニーズを把握し、必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実施計

画になっているか（PDCAサイクルが機能するか。）。 

② 応募経費の内容の妥当性 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 
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  （経費については様式３に記載。審査に当たっては、様式３を参照の上、様式２－②を評価す

る。）。 

 

（ウ）実施体制について （様式２－③） 

① 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・「機能ゲノミクスパイプライン」の中核機関として、機能ゲノミクス領域を代表し、ライブラリー作

成からゲノム等の解読及び高次解析まで一貫して外部研究者の利用や外部研究者との共

同研究を推進するための体制は適切か。 

・パイプラインを構成する機関との連携体制は適切か。 

・支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・安定的な組織として、拠点による研究支援や高度化開発を推進できるか。 

②  研究者の研究、支援遂行能力・技術 

・高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析のための

最先端のシーケンス技術・情報解析能力を有しているか。 

・高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析の高度化

に向けて、新たに有用な技術を開発することができるか。 

・上記2点について、国内外の他機関と比較した場合に、最先端の水準に達しているか。 

・異分野を含む外部研究者等を支援することができるか。 

③ 分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 

④ 代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

 

（エ）施設や設備について（様式２－④） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析のための

最先端の施設・設備を有しているか。 

・国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達しているか。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・外部研究者等を支援するのに十分な規模の施設及び設備を有しているか。 

 

（オ）実績について（様式２－⑤） 

① 当該分野における研究実績（高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA 

-seq、微量試料の解析のための研究開発等） 

・質、量ともに高い研究実績を有しているか。 
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② 外部研究者等に対する支援実績（施設共用の実績や共同研究実績等） 

・外部研究者等に対する十分な支援実績を有しているか。 

 

（カ）人材育成の考え方について（様式２－⑥） 

① 人材育成の体制や仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等として有してい

るか。 

・ 若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等として

有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・（特に支援を主に行うような）人材の雇用形態は適切か。 

・ 人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に

整備され運用できるか。 

・ 若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に整

備され運用できるか。 

 

 

２） 解析拠点－（エ）機能ゲノミクス領域B 

 

（ア）達成目標について （様式２－①） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は機能ゲノミクス領域Bの公募内容に適合しているか。 

② 目標の明確さ、妥当性 

・達成目標全体は明確で妥当か。 

- 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・「支援」の達成目標は明確で妥当か。 

- 高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等、難

易度の高い技術支援の達成目標は妥当か。 

- 機能ゲノミクス領域Aを中核として構築される「機能ゲノミクスパイプライン」を構成する機関

として他の構成機関と連携し、外部研究者等の一連の研究を支援する目標となっている

か。 

・「高度化」の達成目標は明確で妥当か。 

- 高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等の高

感度化の技術開発の達成目標は妥当か。 
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- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、当該研究分野の最先端

の水準に達しているか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・支援する研究及び高度化する技術は、当該分野及び異分野の研究等への波及効果や企業

への技術移転等が見込めるか。 

 

（イ）実施計画について （様式２－②） 

① 実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的で合理的なものか。 

・実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ユーザーニーズを把握し、必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実施計

画になっているか（ＰＤＣＡサイクルが機能するか。）。 

② 応募経費の内容の妥当性 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか（経費については様式

３に記載。審査に当たっては、様式３を参照の上、様式２－②を評価する。）。 

 

 

（ウ）実施体制について （様式２－③） 

① 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・「機能ゲノミクスパイプライン」の一翼を担う機関として、高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、

ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析等に供するライブラリー作成等のシーケンス前処

理の「支援」の外部研究者の利用や外部研究者との共同研究を推進するための体制は適切

か。 

・支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・安定的な組織として、拠点による研究支援や高度化開発を推進できるか。 

② 研究者の研究、支援遂行能力・技術 

・高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析のための

最先端の技術を有しているか。 

・高度なエピゲノム解析（DNAメチル化、ChIP-seq等）、RNA-seq、微量試料の解析の高度化

に向けて、新たに有用な技術を開発することができるか。 

  ・上記２点について、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達し

ているか。 

・異分野を含む外部研究者等を支援することができるか。 

③ 分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 
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④ 代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

 

（エ）施設や設備について（様式２－④） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・外部研究者等の高度なゲノム解析に供するライブラリー作成等の前処理を支援するのに十

分な施設・設備を有しているか。 

・国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達しているか。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・外部研究者等の高度なゲノム解析に供するライブラリー作成等の前処理を支援するのに十

分な規模の施設及び設備を有しているか。 

 

（オ）実績について（様式２－⑤） 

① 当該分野における研究実績（高度なゲノム解析のための研究開発等） 

・質、量ともに高い研究実績を有しているか。 

 

（カ）人材育成の考え方について（様式２－⑥） 

① 人材育成の体制や仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等として有してい

るか。 

・若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等として

有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・（特に支援を主に行うような）人材の雇用形態は適切か。 

・ 人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に

整備され運用できるか。 

・若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分に整

備され運用できるか。 
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（３）スケジュール等 

以下に今回実施する第1期公募の公募開始から採択までのスケジュールを示します。 

公募期間          平成２６年３月１７日(月)～４月７日(月) 

提出期間          平成２６年３月１７日(月)～４月７日(月) 正午必着 

書面審査          平成２６年４月上旬から中旬（予定）  

ヒアリング          平成２６年４月21日（月）（予定） 

採択可否の通知     平成２６年４月下旬（予定） 

 

（４）個人情報の取り扱い等 

  採択された個々の課題に関する情報（事業名、研究課題名、所属研究機関名、課題管理者

名、予算額及び実施期間）については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成

１１年法律第４２号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとし

ます。これらの情報については、採択後適宜文部科学省のホームページにおいて公開します。 

 

 

７．応募書類の作成・提出方法 

（１）応募書類の作成方法  

① 応募書類の様式は、科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振興支援業務室のホームページ 

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-8）からダウンロードすることができます。  

② 作成方法の詳細については、応募様式の１９ページの「応募様式記入要領」を参照してくだ

さい。 

 

（２）提出書類等 

  ① 以下の書類（郵送等）と電子媒体（電子メール）の両方を提出してください。 

・ 応募書類を印刷したもの １５部（郵送等） 

※ 両面印刷、各左肩をクリップ留めで作成してください。 

※ カラー、白黒は問いませんが、審査等での配布時には白黒印刷となる場合があります

のでご了承ください。 

・ 応募書類の電子媒体：PDFファイルとWORDファイル（電子メール） 

※ PDFファイルは文字認識が可能な形式で作成してください。 

 

   ・ 動物実験に関する自己点検・評価結果 

「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年文部科学省告示

第７１号）」に定められた動物種を用いて動物実験を実施する機関については、様式とは別

に、本基本指針に基づき、機関自らが実施した本基本指針への適合性に関する自己点検・
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評価結果のうち、直近で実施したものの写しを添付してください。なお、様式３に当該点検・

評価の実施有無、又は該当の有無について記載してください。 

   

② 応募書類に不備がある場合、審査対象とならないので注意してください。 

③ 応募書類は返却しません。 

④ 応募書類については、研究開発課題等の選定に関する資料としてのみ利用します。応募の   

内容に関する秘密は厳守します。 

⑤ 申請は代表機関の長が行うこととし、参加する全ての機関・組織の承認を受けた上で応募書

類を提出してください。また、分担機関を設定する場合には、応募様式の「別紙１-a．承諾

書」を併せて提出してください。 

 

（３）留意事項 

① 生命倫理及び安全対策に係る留意事項 

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から（本要領の別紙

1）の法令又は指針等により必要な手続き等が定められているため、当該手続き等（今後、新た

に指針等が定められる場合には、その指針等の手続き等を含む。）を遵守し、機関内倫理審

査委員会における審査等を適切に行った上で研究を実施してください。 

なお、機関内倫理審査委員会の構成及び運営については、科学技術・学術審議会生命倫

理・安全部会「機関内倫理審査委員会の在り方について」(平成１５年３月２０日)を参照しつつ、

法令又は指針等に基づき行ってください。 

なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）を参照してください。 

 

② 開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とします開発又は調査を含

む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行ってく

ださい。 

 

（４）提出方法 

① 応募書類の提出は１課題１回で、提出方法は電子メール及び郵送等（送達の証拠が残るも

の）に限ります。持参、ＦＡＸによる提出は受け付けません。 

② 郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 

③ 提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも受理しません。 

また、応募書類に不備等がある場合は、審査対象とはしません。 

 

（５）提出締切り及び提出先 

① 提出締切り 
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平成２６年４月７日（月）（正午必着） 

上記期限を過ぎた場合には受理できないので、注意してください。 

② 提出先 

独立行政法人 科学技術振興機構 

研究振興支援業務室「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」係 

〒１０２－８６６６ 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ 

ＴＥＬ：０３－５２１４－７９９０（代表）（担当：藤巻） 

応募書類受付電子メールアドレス ktkoubo@jst.go.jp 

 

※上記支援業務受託機関は、平成２６年３月３１日までです。平成２６年４月１日以降に機関の

変更がある場合は、平成２６年４月初旬に改めて公募要領の修正等によりお知らせします。な

お、変更がない場合は、改めてお知らせはいたしません。 

 

８．問合せ先 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

TEL:０３－６７３４－４３６７  

E-mail：okutsu@mext.go.jp、 gawara@mext.go.jp    

担当者：奥津、中川原 



 

41 

 

（別紙１） 

◎動物実験、遺伝子組換え生物等の使用等の生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指

針等 

 

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から以下の法令又は指

針等により必要な手続等が定められているため、当該手続等（今後、新たに指針等が定められる場

合には、その指針等の手続等を含む。）を遵守し、適切に研究を実施してください。これらに違反し

て研究が実施されていることが確認された場合は、本補助金の交付を取り消すことがあります。 

なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）及び厚生労働省と農林水産省のホー

ムページを参照してください。 

 

（１） ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究（提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、

その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料等を用いて明らかに

しようとします研究）を含む場合には、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成 25

年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に基づき、当該研究を実施してください。 

 

（２） 特定胚の取扱いを含む研究計画 

研究計画に、人クローン胚又は動物性集合胚の取扱いを含む場合には、「ヒトに関するクロー

ン技術等の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）及びこれに基づく省令及び指針に基

づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大臣への届出が必

要となることに留意してください。 

 

（３） ヒトＥＳ細胞の使用及び樹立・分配を含む研究計画 

研究計画に、ヒトＥＳ細胞（ヒト胚性幹細胞）の使用を含む場合には、「ヒトＥＳ細胞の使用に関

する指針」（平成 22 年文部科学省告示第 87 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、

研究の開始に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となることに留意してください。ヒト ES 細胞

の樹立、分配を行おうとします場合も同様に、「ヒト ES 細胞の樹立及び分配に関する指針」（平成

21 年文部科学省告示第 156 号）に基づき、文部科学大臣の確認が必要です。前述の文部科学

省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、適宜留意願います。 

 

（４） ヒト iPS 細胞等からの生殖細胞作成を含む研究計画 

   研究計画に、ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を含む場合には、「ヒト

iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平成 22 年文部

科学省告示 88 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の開始に先立ち、文部

科学大臣への届出が必要となることに留意してください。 

   前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、適宜留意願います。 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm
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（５） 遺伝子組換え生物等の使用等を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子組換え生物等の使用等を含む場合には、「遺伝子組換え生物等の使用

等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成 15 年法律第 97 号）及び関連省令等

に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、あらかじめ文部科学大臣

の確認を受けた拡散防止措置を執らなければならない等の場合は、適宜留意願います。 

 

（６） 遺伝子治療臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子治療臨床研究（疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入した

細胞のヒトの体内への投与等に関する臨床研究）を含む場合には、「遺伝子治療臨床研究に関

する指針」（平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）に基づき、当該研究を実施してくだ

さい。特に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必要となることに留意

してください。 

 

（７） 疫学研究を含む研究計画 

研究計画に、疫学研究（明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事

象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究）を含む場合には、

「疫学研究に関する倫理指針」（平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号）に基づき、当該

研究を実施してください。前述の文部科学省ホームページ等に情報を掲示しておりますので、適

宜留意願います。 

 

（８） 臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、臨床研究（医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾

病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であ

って、人を対象とします①医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は治療方法に関する介入

を伴う研究、② ①に該当するものを除く介入を伴う研究、③介入を伴わず、試料等を用いた研

究であって、疫学研究を含まないもの）を含む場合には、「臨床研究に関する倫理指針」（平成

20 年厚生労働省告示第 415 号）に基づき、当該研究を実施してください。（ただし、他の法令及

び指針の適用範囲に含まれる研究は、当該指針の対象外になりますのでご注意ください。） 

 

（９） ヒト幹細胞を用いる臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト幹細胞を用いる臨床研究（ヒト幹細胞を、疾病の治療のための研究を目的と

して人の体内に移植又は投与する臨床研究）を含む場合には、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に

関する指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 425 号）に基づき、当該研究を実施してください。特

に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必要となることに留意してくだ

さい。 
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（10） 実験動物を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、実験動物を使用する研究を含む場合には、動物福祉の観点から適切な配慮を

行うため、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）、実験動物の飼養及

び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省告示第 88 号）、動物の殺処分方法

に関する指針（平成 19 年環境省告示第 105 号）及び研究機関等における動物実験等の実施

に関する基本指針（平成 18 年文部科学省告示第 71 号）等に基づき当該研究を実施してくださ

い。 

また、動物実験を行う際には、動物実験の指針を整備するとともに、動物実験委員会を設置

し、適切な動物実験を行ってください。動物実験の導入に際しては、「鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律」（平成 18 年法律第 67 号）に基づく飼養許可証の確認や特定動物の飼

養又は保管の方法の細目（平成 18 年環境省告示第 22 号）を遵守するなど、常に適切なものと

なるように努めてください。 

 

（11） 病原体等を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、病原体等を使用する研究を含む場合には、「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」（平成 18 年法律第 106 号）等の関係法令等に基づき、当該研究

を実施してください。 

 

（12） ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究（受精、胚の発生及び発育並びに

着床に関する研究、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究その他の生殖補助

医療の向上に資する研究のうちヒト受精胚の作成を行うもの）を含む場合には、「ヒト受精胚の

作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」（平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示第

2 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大臣及び

厚生労働大臣の確認等を受ける必要があることに留意してください。 

 

 


