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１. 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業

事業目的

平成２４年度予算案 ： 3,290百万円
（平成２３年度予算額 ： 3,512百万円）

・新成長戦略（工程表）で掲げられている創薬・医療技術支援基盤を確立するため、新創薬・医療技術
の優れた研究成果を企業との共同研究や橋渡し研究等を通して、我が国の経済成長を支える最適かつ強
力な連携を進める体制を整備し、創薬・医療技術研究を推進。

事業目的

アカデミア発の画期的
解析拠点

創薬等支援技術基盤プラットフォーム

制御拠点

生体分子の構造と
機能を解析する

な創薬プロセスを実現解析拠点

最先端研究基盤事業

制御拠点

生体分子の機能
を制御する

SPring-8

最先端研究基盤事業
(平成22年度～平成24年度)

全国6大学に
スクリーニング設備を整備

平成24年度から
一体的に運営

北海道大学北海道大学

g

Photon Factory

スクリーニング拠点

東大化合物
ライブラリー

情報拠点

京都大学

九州大学 東北大学

京都大学

九州大学 東北大学
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・ターゲットタンパク研究プログラム
・創薬等支援技術基盤プラットフォーム
(平成19年度～平成23年度)

ライブラリ

大阪大学

長崎大学

大阪大学

長崎大学

(平成19年度 平成23年度)
→平成24年度から新たに
創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業開始
これまでに整備した技術基盤を活用し積極的に外部共用



２．平成２４年度 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の全体像

□事業の全体像□事業の全体像

創薬等支援技術基盤
プラ トフ ム
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３．用語の定義（１）

［代表機関と分担機関］［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。

［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概要、
（１）公募の内容」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。

［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
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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。



［代表機関課題管理者］

３．用語の定義（２）

［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
きますきます。

［課題管理協力者］［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
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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。



□□拠点

３．用語の定義（説明図）

□□拠点

○○領域 ※課題を採択された機関が拠点代表機関となる領域では１課題のみ採択する。

分担機関①
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

○○領域
代表機関

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

領域 課題 採択 機関 代表機関 領域 課題 み採択す 。

拠点
代表機関

協力者

分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理

関 協力者

協力者

△△領域 ※４．（１）で指定する数の課題を採択する。

分担機関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
課題管理者

課題管理
協力者
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協力者

分担機関①△△領域
代表機関
課題管理者

分担機関
課題管理者



３．用語の定義（「支援」と「高度化」）

□ 「支援」と「高度化」

課題の申請に当たっては課題の申請に当たっては、

①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、

②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。）

役割を含む う 申請する が求められますの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。

8



解析拠点
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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
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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。



解析拠点-解析領域が実施する「支援」と「高度化」

ア）解析拠点-解析領域 (採択課題決定済み)ア）解析拠点 解析領域 (採択課題決定済み)

「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。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。

・ 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・ 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。
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盤を提供する。

※解析領域の代表機関は、解析拠点の拠点代表機関を兼ねることとします。
※プラットフォーム全体をとりまとめる推進委員会等の運営の支援を実施します。



解析拠点-解析領域が実施する「支援」と「高度化」

ア）解析拠点-解析領域 (採択課題決定済み)ア）解析拠点 解析領域 (採択課題決定済み)

【拠点代表機関として】

「解析 拠点 「拠点代表機関 連 素技術を開発 提供する機関を代表・「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、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
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・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。



解析拠点の概要

【ア）解析領域で課題を採択された機関（第１期公募）】

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

大学共同利用機関法人
代表

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

若槻壮市

独立行政法人理化学研究所 山本雅貴
解析 解析

創薬等支援のため
のタンパク質立体
構造解析総合技術

国立大学法人北海道大学 田中 勲

国立大学法人大阪大学 中川敦史

解析
拠点

解析
領域

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

国立大学法人東京大学 大野美惠

援と高度化

（敬称略）
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解析拠点-解析領域が実施する「支援」と「高度化」

イ）解析拠点-生産領域 (今回公募)

「支援」「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・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

を開発する。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。

・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
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発する。



解析拠点-解析領域が実施する「支援」と「高度化」

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

イ）解析拠点-生産領域 (今回公募)

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

ダ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 ジング 機能解析等のための・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・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
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の構築。



解析拠点-解析領域が実施する「支援」と「高度化」

ウ）解析拠点-ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ領域 (今回公募)

「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。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」「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。
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解析拠点

解析拠点の組織図

解析拠点

募① ）
分担機関
（複数可）

公募①-ア）
1課題のみ
採択課題
決定済み

解析領域 代表機関
拠点

代表機関

生産領域 代表機関①
分担機関
（複数可）

分担機関 公募① イ）生産領域 代表機関②
分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関③
分担機関
（複数可）

公募①-イ）
１０課題程度
今回公募

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①
（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-ウ）
５～１０
課題程度
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バイオインフォマティクス領域 代表機関③
分担機関
（複数可）

課題程度
今回公募



制御拠点
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制御拠点の概要

□制御拠点□制御拠点

【機能】

「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、基盤等を 貫し 整備し 外部研究者等 提供する 支援」 、将来 共用 向け 、
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。

【組織体制】

ア）ライブラリー・スクリーニング領域 ：化合物ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの維持・拡充・管理
HTS

イ）合成領域 ：化合物最適化イ）合成領域 ：化合物最適化
新規化合物をｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞに提供

※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「東京大学」が「制御」拠点の代表機関を兼ねることとします代表機関「東京大学」が「制御」拠点の代表機関を兼ねることとします。

合成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拠点に参画。

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

19

また、制御拠点の 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。



ア）制御拠点 ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ｽｸﾘ ﾆﾝｸﾞ領域 (採択課題決定済み)

制御拠点-ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域が実施する「支援」と「高度化」

ア）制御拠点-ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域 (採択課題決定済み)

「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。外部研究者等に対し多検体スクリ 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

ズ等の探索の推進を支援する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。

「高度化」「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。
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※ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域の代表機関は、制御拠点の拠点代表機関を兼ねることとします。



制御拠点-ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域が実施する「支援」と「高度化」

ア）制御拠点 ﾗｲﾌﾞﾗﾘ ｽｸﾘ ﾆﾝｸﾞ領域 (採択課題決定済み)

【拠点代表機関として】

ア）制御拠点-ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域 (採択課題決定済み)

・「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 トフォ 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
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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。



制御拠点の概要

【ア）ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ領域で課題を採択された機関（第１期公募）】

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表 国立大学法人東京大学 長野哲雄代表 国立大学法人東京大学 長野哲雄

国立大学法人北海道大学 有賀寛芳

国立大学法人東北大学 山本雅之ライブラ 大型創薬研究基盤 国立大学法人東北大学 山本雅之

国立大学法人京都大学 萩原正敏

国立大学法人大阪大学 宇野公之

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 分担

国立大学法人大阪大学 宇野公之

国立大学法人九州大学 井上和秀

国立大学法人長崎大学 植田弘師国立大学法人長崎大学 植田弘師

（敬称略）
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制御拠点-合成領域が実施する「支援」と「高度化」

イ）制御拠点-合成領域 (今回公募)

「支援」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 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 クリ・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。
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制御拠点の組織図

制御拠点

ライブラリー・スクリーニング領域 分担機関

御

公募②-ア）
1課題のみ拠点 ライブラリ スクリ ング領域

代表機関
分担機関
（複数可）

1課題のみ
採択課題
決定済み

拠点
代表機関

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

公募②-イ）
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）

５～１０
課題程度
今回公募
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情報拠点
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情報拠点の概要

□情報拠点 ※情報拠点には第2期公募の対象はありません。

【機能】

「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行います。さらに、 ザ が求めるデ タ スやソフトウ ア等の新規開発等を行

います。

【組織体制】【組織体制】

「情報」拠点は、情報領域に課題を選択されている機関のみから組織されます。情報

領域の代表機関「大学共同利用機関法人 情報・システム開発機構」が拠点代表機関と

なります。
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情報拠点-情報領域が実施する「支援」と「高度化」

情報領域（採択課題決定済み）

「支援」
・ 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び平成２３年度創薬等支援技術基盤プラットフォ ムの成果からなるデ タ 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援技 ラ 業 参 機関 究 部 究 情報
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。
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情報拠点-情報領域が実施する「支援」と「高度化」

情報領域（採択課題決定済み）

【拠点代表機関として】

「情報」拠点の代表機関として 連の要素技術を開発 提供する機関を取りまとめ・「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・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 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。
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情報拠点の概要

【情報領域で課題を採択された機関（第１期公募）】

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表
大学共同利用機関法人

五條堀 孝代表
情報・システム研究機構

五條堀 孝

国立大学法人大阪大学 金城玲

国立大学法人東北大学 木下賢吾
情報 情報 構造生命科学デー

タクラウドの構築 国立大学法人東北大学 木下賢吾

国立大学法人東京大学 永田宏次

国立大学法人お茶の水女子大学 由良 敬

拠点 領域
タクラウドの構築
運用と高度化 分担

国立大学法人お茶の水女子大学 由良 敬

（敬称略）
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情報拠点の組織図

情報拠点

情報領域 代表機関
分担機関

公募③
1課題のみ拠点

情報領域 代表機関 （複数可）
1課題のみ
採択課題
決定済み

代表機関
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５．第1期公募で課題を採択された機関

拠点名 領域名 課題名
代表

機関名 課題管理者名
プラットフォーム全体

拠点名 領域名 課題名
代表
/分担

機関名 課題管理者名

代表
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

若槻壮市

独立行政法人理化学研究所 山本雅貴
創薬等支援のため
のタンパク質立体

プラットフォ ム全体
の運営支援を行う。
※創薬等支援技術基盤

プラットフォーム推進
委員会の運営支援等

国立大学法人北海道大学 田中 勲

国立大学法人大阪大学 中川敦史

国立大学法人東京大学 大野美惠

分担

解析
拠点

解析
領域

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

委員会の運営支援等

解析拠点拠点代表機関
を兼ねる。
※解析領域推進委員会の

国立大学法人東京大学 大野美惠

代表 国立大学法人東京大学 長野哲雄

国立大学法人北海道大学 有賀寛芳

※解析領域推進委員会の
運営支援等

制御拠点拠点代表機関

国立大学法人東北大学 山本雅之

国立大学法人京都大学 萩原正敏

国立大学法人大阪大学 宇野公之
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

を兼ねる。
※制御領域推進委員会の

運営支援等

国立大学法人大阪大学 宇野公之

国立大学法人九州大学 井上和秀

国立大学法人長崎大学 植田弘師

大学 機 法
代表

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

五條堀 孝

国立大学法人大阪大学 金城玲

国立大学法人東北大学 木下賢吾
情報
拠点

情報
領域

構造生命科学デー
タクラウドの構築

情報拠点拠点代表機関
を兼ねる。
※情報領域推進委員会の
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国立大学法人東北大学 木下賢吾

国立大学法人東京大学 永田宏次

国立大学法人お茶の水女子大学 由良 敬

拠点 領域 運用と高度化 分担
※情報領域推進委員会の

運営支援等



６．第２期公募 採択予定件数と想定配分額

【採択予定課題数と想定配分額（平成24年度分）】

第2期公募
採択予定課題数

想定配分額拠点
拠点
代表
機関

公募区分

【採択予定課題数と想定配分額（平成24年度分）】

○ ア）  解析領域 対象無し

イ） 生産領域 10課題程度
2,000万円①解析拠点

機関

※想定配分額経費の目安
の額は平成２４年度の
１課題当たりの総額、

イ）  生産領域 10課題程度
2,000万円
～1億円

ウ）  バイオインフォマティクス領域 5～10課題程度
2,000万円

～3,000万円

ライブラリ スクリ ニング

①解析拠点 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（1年分）

○ ア）
 ライブラリー・スクリーニング
領域

対象無し

イ）  合成領域 5～10課題程度
1,000万円

～2,000万円

②制御拠点

助金の総額（ 年分）
を示します。

③情報拠点 ○  情報領域 対象無し

【実施期間】【実施期間】
創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の実施期間は原則として平成２４年度
から５年間です。ただし、３年目に実施する中間評価の結果等によっては、計画
の見直し 変更 中止を求めることがあります
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の見直し、変更、中止を求めることがあります。
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。



７．申請に当たっての留意事項

【重複申請の制限】【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 記載事項 状況 変更があ た場合 は 速やか 応募書類 提出また、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。

【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】

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。
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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。



□ 補助金の経費区分

７．申請に当たっての留意事項

□ 補助金の経費区分

大項目 中項目

設備備品費
物品費

消耗品費

人件費

物品費

人件費・謝金 ・ 交付決定額の３０％以内で
謝金

旅費 旅費

人件費・謝金 交付決定額の３０％以内で、
費目間流用が可能
（交付要綱 第９条）

旅費 旅費

外注費

印刷製本費

・ 間接経費は交付できません

印刷製本費

会議費

通信運搬費
そ 他

通信運搬費

光熱水料

研究開発委託費

その他

第２期公募の対象領域
には該当なし。

34
その他（諸経費）

その他、大臣が認めた経費

には該当なし。



第２期公募 スケジュール

公募期間 平成24年4月11日(水)～5月8日(火)

申請書提出期限 成2 年 8 (火) 午必着申請書提出期限 平成24年5月8日(火) 正午必着

書面審査 平成24年5月中旬から下旬（予定）書面審査 平成24年5月中旬から下旬（予定）

ヒアリング 平成24年5月下旬から6月下旬（予定）ヒアリング 平成24年5月下旬から6月下旬（予定）

採択可否の通知 平成24年6月下旬（予定）採択可否の通知 平成24年6月下旬（予定）
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本事業の相談窓口

＜書類作成・提出に関するお問い合わせ＞
科学技術振興機構（JST） 研究振興支援業務室
松永、青山、佐々木松永、青山、佐々木
電話番号：03-5214-7990（代表）
ファクシミリ番号：03-5214-8246 

※お願い

メ ルによるお問い合わせの際＜制度に関するお問い合わせ＞
研究振興局 ライフサイエンス課
竹下、廣瀬

メールによるお問い合わせの際
には、件名に
【○○拠点第二期公募】と
記載してください竹下、廣瀬

電話番号：03-6734-4367
ファクシミリ番号：03-6734-4109
メールアドレス：life@mext.go.jp 

記載してください。

@ g jp

＜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創薬等支援技術基盤プラットフォ ム解析拠点事務局
メールアドレス：office@tanpaku.org

＜制御拠点の事業運営に関するお問い合わせ＞
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＜制御拠点の事業運営に関するお問い合わせ＞
東京大学創薬オープンイノベーションセンター
メールアドレス：ocddinfo@mol.f.u-tokyo.ac.jp


