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１．課題開始時における達成目標 

【ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築】タンパク質を制御する機能性小分子化合物を探索するた

めには化合物ライブラリーは不可欠であり、本プログラムでは十数万化合物からなる質の良いライブラリ

ーを構築する。この化合物ライブラリーを構築するにあたって、我々は構造と物理化学的性質に基づいた

多様性を考慮するためにライブラリーをインシリコでデザインし、これらのうち合成あるいは入手可能

なものを収集し、General Library として研究基盤を構築する。具体的には、クラスタリング解析により

多様性を評価した上で、Druglikeness の指標、例えば Lipinski の Rule of 5 などによる filtering により選

定された化合物を収集・合成する。また、最近 Fragment に基づくドラッグデザインが注目されている

が、独自の手法により Fragment Library も構築する。さらに、タンパク質の立体構造に基づいたドッキ

ングスタディー、モデリングなども活用し、代表的なターゲットタンパク質であるキナーゼや GPCR な

どに対する制御化合物の収集・合成、すなわち焦点を絞った Focused Library の構築も計画している。こ

れらの化合物はターゲットタンパク質の試料調製や結晶化時の安定化にも利用が期待される。平成 19
年度には約 2 万化合物、20-21 年度には合計約 6-8 万化合物の収集・合成を目途とし、「タンパク質解析

基盤技術開発」プロジェクトで収集した化合物と合わせて、本プログラム開始 3 年間で十数万化合物の

ライブラリーを構築する。この化合物ライブラリーから「ターゲットタンパク研究者」が結晶化やスク

リーニングに必要な化合物を配布し、支援を行う。 
後半 2 年間（平成 22-23 年度）では、ターゲットタンパク研究の成果などを用いてインシリコ計算す

ることにより、タンパク質相互作用阻害剤ライブラリーを収集するなど、タンパク質制御研究に特化し

たライブラリーとして質の向上を目指す。 
【新規スクリーニング法の開発】スクリーニングにおいては、少量タンパク質での測定、スクリーニン

グの高速化、高感度化、大量処理および false positive（擬陽性）の減少が求められている。本プログラ

ムではこれらの問題を克服するスクリーニングシステムの確立を目指して技術開発を行う。スクリーニ

ングの技術開発は、本プログラムの開始年度から最終年度まで行うことになる。特に後半の平成 22 年

度、平成 23 年度では「ターゲットタンパク研究者」との研究交流を通じて明らかになった問題点につ

いての検討を行い、各「ターゲットタンパク研究者」に有益な情報提供による支援を行う。 
一方、天然化合物には薬理活性を有するものが知られているが、この観点から放線菌・糸状菌を中心

とする微生物が生産する二次代謝産物を網羅的に取得し、天然化合物アレイを構築する。アレイ化はス

クリーニングの高速化、試料の少量化が期待できる。また、天然化合物をベースに化学修飾あるいは酵

素処理を施した天然型非天然化合物、天然化合物を標識化したプローブ化合物を作製する。 
【ライブラリーおよびスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ】更に上記の化合物ライブラリ

ーにおける化合物選定の妥当性および開発したスクリーニング法の有用性を検証する観点から、学問的

あるいは社会的に価値のある数種類のタンパク質を取り上げて、実際に制御化合物の探索を行う。タン

パク質の立体構造情報に基づいて、さらにドッキングスタディー等を行い、化合物ライブラリーの質の

向上とスクリーニング法の最適化を図る。 

２．平成２３年５月末時点における課題全体の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 
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約 21 万サンプルの化合物ライブラリーを構築するとともに、天然化合物として微生物代謝化合物 8,565

フラクションを系統的収集し、化合物倉庫等の設備や手続きの面を含めて化合物の提供体制を整えた。

本研究プログラム内 21 チームとタンパク質機能解析や創薬を目標に打合せを行い、そのうち 15 チーム

にサンプル提供を行って連携研究を推進した他、プログラム外の一般研究者にも一昨年より支援してき

た。その結果、プログラム内外併せ、打合せ等はのべ 357 回、サンプル提供申請総件数が 400 件、提供

サンプル総数が 150 万サンプルを超えている。スクリーニング法としては GPCR 内在化可視化技術、化

合物アレイ作成・検出技術を開発した他、阻害剤探索用蛍光プローブを創製した。インシリコスクリー

ニングについては新技術の開発を行い、制御領域内で選択したタンパク質で検証し、個別研究のターゲ

ットタンパク質に対して利用した。開発した各種スクリーニング技術活用の結果、キナーゼ阻害剤、プ

ロテアーゼ阻害剤、タンパク質相互作用阻害剤等 nM オーダーでの活性化合物を十数種見出している。

構造の最適化検討により得られた特に優れた化合物について、企業と共同開発する手続を進めている。

（２）技術開発の進捗及び成果 

【ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築】化合物ライブラリーのサンプル数は、あらゆる標的に

ヒット化合物を与えるよう Druglikeness の指標に準ずる化合物空間の網羅（化学構造の多様性確保）を

主方針として数百万の市販化合物データベースからインシリコ選定と購入を行い、京都大学所蔵の提供

化合物 3,416 サンプルや先行プロジェクト「タンパク質解析基盤技術開発」で収集した約 3 万と合わせ

て約 21 万に達した。特に、より小さい分子量の言わば Drug の部品のような化合物である

Fragment/Scaffold 化合物を充実させ、タンパク質構造解析結果を生かせる制御化合物開発研究に備え、

同時に新規 Fragment 化合物の創製に繋がる有機合成技術開発を進めた。さらに、最先端の標的である

が故に情報が少なくインシリコスクリーニングで化合物の絞り込みができない上、大規模ランダムスク

リーニングも難しい標的やフェノタイプスクリーニングに対応すべく、所蔵化合物から 9,600 化合物の

推奨セットである Core Library も作成

した。各々の Core 化合物には類似化合

物を数サンプルずつ用意し、ヒットの

確認とごく簡単な構造活性相関情報の

取得を直ちに行えるように工夫した。 

微生物培養液から代謝化合物フラク

ションを系統的に取得するための分

画・精製法を確立し、放線菌と糸状菌

を培養して、6,480 フラクションを収集

し、先行プロジェクト収集分と合わせ

8,565 フラクションとした。それらより

新規化合物 9種の構造をLC/MS分析お

よび NMR 解析で明らかにした。 

【新規スクリーニング法の開発】希少な天然化合物サンプルから制御化合物を探索するためのスクリー

ニング技術として、化合物アレイ技術の確立と支援を行い、SIRT3（伊藤先生）との結合ヒットフラク

ションを見出している。 

 蛍光相関分光法や蛍光消光法を用いてタンパク質間相互作用やプロテアーゼ阻害剤を探索する系を

確立し、実証した。また、阻害剤蛍光プローブを開発し、結晶作成を含む各種キナーゼ研究に応用した。

 GPCR のリガンドを探索するために、強固なコイルドコイル構造を形成する蛍光色素標識ペプチドペ
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アを利用して、リガンド刺激に伴う GPCR の細胞膜から細胞内への移行を可視化する方法を開発し、細

胞イメージャーを用いたスクリーニング系構築にも成功した。本システムは試薬として、既に市販に至

っている。 

 さらに NPP（東北大 青木先生）阻害剤開発支援において、新規スクリーニング蛍光プローブを開発

し、nM レベルの活性を有する化合物を見出し、取得した共結晶構造を参考に合成化合物の構造活性相

関について検討し、企業が興味を持つレベルの化合物まで開発した。 

【ライブラリーおよびスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ】インシリコスクリーニング技

術開発として、4 種のプログラム開発を行い、これらを用いたカテプシン K、Pim-1 阻害剤探索で nM オ

ーダーの活性化合物を得た。特に Pim-1 阻害剤については、ADMET パラメータ等を指標とした物性改

善を進め、導出先・共同開発先を獲得する交渉を進めている。 

また、ライブラリーの検証や研究支援において、タンパク質立体構造情報を利用できる場合には、イ

ンシリコスクリーニングを行い、立体構造情報が無い場合は類縁タンパク質 X 線結晶構造を鋳型とした

ホモロジーモデリングを行った上でインシリコスクリーニングを実施した（Structure Based Drug Design; 

SBDD）。もしくは類似構造タンパク質のリガンド情報を利用してスクリーニング化合物の絞り込みを行

った（Ligand Based Drug Design; LBDD）。SBDD

は ASK1、SRPK、ALK、Pim-1、MdmX-p53 相互

作用、EGFR、p70S6K、カテプシン K、AMPK、

ACC2、CLK-1、HIF-1αの阻害剤、CCR7 アンタ

ゴニスト、VDR アゴニスト、GID1 制御化合物開

発等で行い、LBDD による選定は NPP、γセクレ

ターゼ、AcrB の阻害剤、CXCR7 アンタゴニスト

開発等で実施した。これらのテーマから活性化合

物が多数得られている。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

1 件 

４．課題全体の論文発表件数 108 件 

５．各機関の公開したツールやデータベース等

の件数 

7 件 

６．課題全体の特許出願件数 15 件（うち国外 8 件） 

７．課題全体の成果を活用した共同研究数（プ

ログラム内外含む） 

447 件 

（うち産業界との共同研究数 32 件） 

８．当初計画に対する達成度 

 想定を超える規模の化合物ライブラリーを構築し、各種スクリーニング法の開発に成功した。それら

を活用してプログラム内は勿論、外部支援も献身的に行ってきた結果、有用な化合物をライブラリーか

ら創出し、企業導出に値するものを複数得た。達成度としては 100％を超える。 

９．課題内の情報共有・連携体制 

①ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザインによるインシリコ選定
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作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。 

②京大所蔵の 4,197 個の化合物を東大の化合物ライブラリーへ預託し、プログラム内で活用している。

③東大から提供したキナーゼ focused 化合物を理研にてアレイ化し、個別研究の伊藤先生が利用した。

④スクリーニング技術実証研究において、東大・理研で協力して Pim-1 阻害剤の開発を行った。 

⑤インシリコアプローチの実証研究としてファルマデザインと東大が連携して数種のキナーゼの阻害

剤探索を行い、活性化合物を得ている。 

⑥各分担機関が保有する技術の情報共有・有効活用により、Eg5 阻害剤の探索と創製を行った。 

⑦情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、メールでの研究討論やスクリーニン

グデータの送付を随時行っている。京大の研究者とは TV 会議システムも活用している。 

１０．他の課題との情報共有・連携 

【ターゲットタンパク研究者】化合物を提供するための契約手続等（化合物ライブラリー運用指針、化

合物データベース提供依頼申請書、化合物サンプル提供依頼申請書、化合物購入依頼申請書）を策定し、

稲垣、若槻、岩井、岩田、山本、福井、富田、北、門脇、松島、柳澤、青木、熊ノ郷、伊藤、松岡、永

田、村上、寺沢、山下の各チームに支援を行ってきた。下線を付したチームには化合物提供を行ってい

る。研究支援・研究交流は、ライブラリー化合物の提供だけでなく、Focused Library 構築によるスクリ

ーニング化合物の選定、スクリーニング技術や機器の提供及び結果の吟味など、制御化合物探索の総合

的支援を行ってきた。特に青木チームとは化合物最適化支援を進め、ゼブラフィッシュを用いた in vivo

における標的タンパク質の機能解析にも貢献している。 

【生産領域】制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼を行った。

また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。 

【情報 PF】情報 PF 委員の立場などで各種データの公開規準作成等に協力し、化合物データベースを提

供した。また、化合物提供情報や支援打合せ開催情報などをポータルサイトに随時登録している。 

【プログラム外】化合物提供を通じた支援、開発した技術の移転を極めて精力的に行っている。 

１１．人材育成 

 参画機関が大学、研究所、企業であり、それぞれ人材育成についての方針は異なるが、実務について

は即戦力となるレベルに達している若手が参画しており、各人において、プロとして身につける技術を

日々高める努力をしている。大学では教育も行っていることから、機会ある毎に講義、講演を行うと同

時に、スクリーニング装置を利用した学位研究等も取り入れ、将来の創薬研究を担う人材育成について

力を入れている。 

１２．終了までの具体的な見通し 

【東大】我が国の創薬基盤としての化合物ライブラリーやスクリーニング支援組織に相応しい更なる機

能強化を図り、創薬研究のオープンイノベーションを推進する。ターゲットタンパク研究内に限定せず、

ここ 2 年間行ってきた一般研究者との研究交流、新しく設けられたスクリーニング拠点とも連携し、化

合物提供やスクリーニング技術指導支援を継続し、より一層利用価値が高い支援拠点をめざす。化合物

ライブラリーについては分担機関と協力して価値の検証を行いつつ、更なる高度化を図る。 

【理研和光】これまでに整備した代謝化合物フラクションアレイを用いたスクリーニング支援を継続

し、ヒットフラクションからの活性化合物の単離・同定および構造解析を行う。活性化合物が微量で構

造解析に至らない場合には、微生物の大規模再培養を行い、ヒットフラクションの再取得を行う。 

【理研横浜】門脇、稲垣、福井らのターゲットタンパク研究グループを阻害剤スクリーニングやインシ

リコ分子設計で継続支援する。また、蛍光相関分光法を用いた Fragment スクリーニングにより、Fragment 
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Library の検証を行う。さらに、一般利用事業としてインシリコとスクリーニング技術指導による支援を

進める。 

【京大】これまでに築いた有機合成技術を生かし、市販化合物にない骨格を有する化合物、特に新たな

Fragment 骨格の設計を行って創製し、化合物ライブラリーの充実に協力する。また、ターゲットタンパ

ク研究からの要請に応じて、Fragment 分子からの最適化や特許取得可能な新規骨格の合成支援を行う。

開発してきた GPCR 内在化蛍光スクリーニング技術の更なる一般適用化に資する検討を継続すると共

に、他の研究グループや外部機関への技術支援・移転を行う。 

【ファルマデザイン】ライブラリー化合物について、創薬に有用なさまざまな情報を付加するアノテ

ーションの充実に注力する。また、創薬に関連するターゲットを見出しやすくするために、関係する

疾患名を付記することにも取り組みたい。さらにインシリコ化合物選択が必要なターゲットタンパク

研究テーマの支援を継続する。 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用等に与える効果について 

 我が国では未整備であった大規模な公的化合物ライブラリーを整備したことは、新成長戦略にも掲げ

られているライフ・イノベーションを進めるにあたり、極めて重要な基盤を確保したと言える。本基盤

を活用すれば、有用な化合物創製を通じて最先端基礎研究の成果が国民に還元されよう。創薬はアカデ

ミアだけでは為し得ないものであるため、必ず産業界との連携が必要となってくる。アカデミア発の創

薬オープンイノベーションが加速されるものと期待できる。開発された個々の技術も論文等での公表、

技術移転で産業的に引き続き活用される。 

１４．特記事項 

 学会（日本ケミカルバイオロジー学会、BMB2010 など）などの機会がある毎に化合物ライブラリー

と利用方法の紹介を行い、プログラム外研究者に積極的に広報している。また、新聞、雑誌、記者の取

材や外部研究者、製薬企業関係者、高校生の見学を受け入れている。特に当初は製薬企業に訪問し、様々

なノウハウの教授を受けたが、最近では逆に先方のスタッフが当ライブラリーに足を運び、ノウハウを

持ち帰って検討するようになったことは、当ライブラリーの客観的な評価指標の一つと言えよう。また、

大学の創薬関連の講義において、これまでに大学になかった創薬の現場に関する生きた情報を学生に紹

介し、将来の創薬研究者養成にも力を入れている。また、構造生物学の分野を始めとする多くのプログ

ラム参加者に有効なインシリコ技術を周知することができた。本プログラム終了後も様々な研究分野の

研究者がインシリコ分野を利用し、日本の創薬力の底上げとなることが期待できる。 

 この短期間に製薬企業に成果移転できる有用な化合物が少なくとも2種得られていることは想定以上

の成果である上、多数の機関より絶え間ない化合物サンプル申請を受けていることから、真に我が国に

必要な基盤を築いたものと自負している。 

１５．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 607,317 260,979 146,181 45,170 物品費（千円） 456,377 

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 245,823 

人件費（千円） 135,794 236,499 242,455 224,450 旅費（千円） 7,334 

業務実施費（千円） 410,736 602,521 634,441 497,765 その他（千円） 175,466 

間接経費（千円） 346,154 330,001 306,923 230,215 間接経費（千円） 0 1,213,293

合計（千円） 1,500,000 1,430,000 1,330,000 997,600 合計（千円） 885,000 6,142,600
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代表／分担機関の課題名 化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 

代 表 ／ 分 担 機 関 東京大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 長野哲雄 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

本研究は生体において重要なタンパク質の構造・機能研究を推進するために、これらを制御する機能性小分

子化合物を探索する基盤の構築とそのための技術開発を行うことを目的としている。 

本機関は代表機関として研究を統括すると同時に、質の高い十数万種類の化合物ライブラリーを構築

する。技術開発として、化合物の選定およびスクリーニング系の開発を行うが、主に高感度／優れた操

作性／特異性などの特徴あるスクリーニング系を開発する。制御チーム内の他の研究グループで調製さ

れたキナーゼ、プロテアーゼなどの生命現象の解明や医薬に関連するタンパク質を用いて、開発した技

術の有用性を実証する。「技術開発」の各領域との連携および「ターゲットタンパク研究者」との研究

交流・支援を行い、プロジェクトを進展させる。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 約 21 万サンプルの化合物ライブラリーを構築するとともに、化合物倉庫等の設備や手続きの面を含

めて化合物の提供体制を整えた。本研究プログラム内 21 チームとタンパク質機能解析や創薬を目標に

打合せを行い、そのうち 15 チームにサンプル提供を行って連携研究を推進した他、プログラム外の一

般研究者にも一昨年より支援してきた。その結果、プログラム内外併せ、打合せ等はのべ 357 回、サン

プル提供申請総件数が 400 件、提供サンプル総数が 150 万サンプルを超えている。スクリーニング法と

しては阻害剤探索用蛍光プ

ローブを複数創製した。そ

れらプローブは制御領域内

で選択したタンパク質で検

証し、個別研究のターゲッ

トタンパク質に対して利用

した。開発した各種スクリ

ーニング技術活用の結果、

キナーゼ阻害剤、プロテア

ーゼ阻害剤、タンパク質相

互作用阻害剤など nM オー

ダーでの活性化合物を多数

見出すことに成功してい

る。構造の最適化検討によ

り得られた特に優れた化合

物については、企業と共同

開発する手続を進めている。 

（２）技術開発の進捗及び成果 

【ヒット効率の高い化合物ライブラリーの構築】化合物ライブラリーのサンプル数は、あらゆる標的に
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ヒット化合物を与えるよう Druglikeness の指標に準ずる化合物空間の網羅（化学構造の多様性確保）を

主方針として数百万の市販化合物データベースからのインシリコ検索等を利用した選定と購入を行い、

京都大学所蔵の提供化合物 4,197 サンプルや先行プロジェクト「タンパク質解析基盤技術開発」で収集

した約 3 万と合わせて約 21 万に達した。特に、より小さい分子量の言わば Drug の部品のような化合物

である Fragment/Scaffold 化合物を充実させ、タンパク質構造解析結果を生かせる制御化合物開発研究に

備え、同時に新規 Fragment 化合物の創製に繋がる有機合成技術開発を進めた。さらに、最先端の標的

であるが故に情報が少な

くインシリコスクリーニ

ングで化合物の絞り込み

ができない上、大規模ラン

ダムスクリーニングも難

しい標的やフェノタイプ

スクリーニングに対応す

べく、所蔵化合物から

9,600 化合物の推奨セット

である Core Libraryも作成

した。各々の Core 化合物

には類似化合物を数サン

プルずつ用意し、ヒットの

確認とごく簡単な構造活

性相関情報の取得を直ち

に行えるように工夫した。 

【新規スクリーニング法の開発】蛍光相関分光法で有用なキナーゼ測定用蛍光プローブ、あるいはスク

リーニングで重要な偽陽性を低く抑えるために有効な時間分解蛍光測定に用いることのできる DPP4 蛍

光プローブを開発した。 

 さらに NPP（東北大 青木先生）阻害剤開発支援において、新規スクリーニング蛍光プローブを開発

し、nM レベルの活性を有する化合物を見出し、取得した共結晶構造を参考に合成化合物の構造活性相

関について検討し、企業が興味を持つレベルの化合物まで開発した。 

【ライブラリーおよびスクリーニング法の検証とインシリコアプローチ】分担研究機関が開発したイン

シリコスクリーニング技術開発の検証、集めたライブラリー化合物の検証の一つとして行っている

Pim-1 阻害剤探索でサブ nM オーダーの活性化合物を得ており、ADMET パラメータ等を指標とした物

性改善を進め、特許出願をした。導出先・共同開発先を獲得する交渉を進めている。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

0 件 

４．各機関の論文発表件数 20 件 

５．各機関の公開したツールやデータベース等

の件数 

4 件 

803



制御Ｃ１－Ａ 

 

６．各機関の特許出願件数 7 件（うち国外 4件） 

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

グラム内外含む） 

400 件 

（うち産業界との共同研究数 21 件） 

８．当初計画に対する各機関の達成度 

 想定を上回る規模の化合物ライブラリーを構築し、各種スクリーニング法の開発に成功した。それら

を活用してプログラム内は勿論、外部支援も献身的に行ってきた結果、有用な化合物をライブラリーか

ら創出し、企業導出に値するものを複数得た。達成度としては 100％を超える。 

９．課題内の情報共有・連携体制 

①ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザインによるインシリコ選定

作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。 

②京大所蔵の 4,197 個の化合物を東大の化合物ライブラリーへ預託し、プログラム内で活用している。

③東大から提供したキナーゼ focused 化合物を理研にてアレイ化し、個別研究の伊藤先生が利用した。

④スクリーニング技術実証研究において、東大・理研で協力して Pim-1 阻害剤の開発を行った。 

⑤インシリコアプローチの実証研究としてファルマデザインと東大が連携して数種のキナーゼの阻害

剤探索を行い、活性化合物を得ている。 

⑥各分担機関が保有する技術の情報共有・有効活用により、Eg5 阻害剤の探索と創製を行った。 

⑦情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、メールでの研究討論やスクリーニン

グデータの送付を随時行っている。京大の研究者とは TV 会議システムも活用している。 

１０．他の課題との情報共有・連携 

【ターゲットタンパク研究者】化合物を提供するための契約手続等（化合物ライブラリー運用指針、化

合物データベース提供依頼申請書、化合物サンプル提供依頼申請書、化合物購入依頼申請書）を策定し、

稲垣、若槻、岩井、岩田、山本、福井、富田、北、門脇、松島、柳澤、青木、熊ノ郷、伊藤、松岡、永

田、村上、大西、田之倉、寺沢、山下の各チームに支援を行ってきた。下線を付したチームには化合物

提供を行っている。研究支援・研究交流は、ライブラリー化合物の提供だけでなく、Focused Library 構

築によるスクリーニング化合物の選定、スクリーニング技術や機器の提供及び結果の吟味など、制御化

合物探索の総合的支援を行ってきた。特に青木チームとは化合物最適化支援も進め、企業との共同研究

に進もうとしている。 

【生産領域】制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼を行った。

また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。 

【情報 PF】情報 PF 委員の立場などで各種データの公開規準作成等に協力し、化合物データベースを提

供した。また、化合物提供情報や支援打合せ開催情報などをポータルサイトに随時登録している。 

【プログラム外】化合物提供を通じた支援、開発した技術の移転を 2 年前より極めて精力的に行ってい

る。その結果も少しずつ得られつつあり、Pin1 阻害剤や PI4K 阻害剤など、公表可能になった段階で速

やかにホームページに概要を掲載し、情報公開にも努めている。 

１１．人材育成 

 製薬企業で活躍していた方々に即戦力となるスタッフとして来ていただいており、そのスタッフによ

る学部、大学院教育の一環としての講義、スクリーニング研究紹介、GCOE との連携による若手育成に

力を入れている。 

１２．終了までの具体的な見通し 
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 我が国の創薬基盤としての化合物ライブラリーやスクリーニング支援組織に相応しい更なる機能強

化を図り、創薬研究のオープンイノベーションを推進する。ターゲットタンパク研究内に限定せず、こ

こ 2 年間行ってきた一般研究者との研究交流、新しく設けられたスクリーニング拠点とも連携し、化合

物提供やスクリーニング技術指導支援を継続し、より一層利用価値が高い支援拠点をめざす。化合物ラ

イブラリーについては分担機関と協力して価値の検証を行いつつ、更なる高度化を図る。 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

 我が国では未整備であった大規模な公的化合物ライブラリーを整備したことは、新成長戦略にも掲げ

られているライフ・イノベーションを進めるにあたり、極めて重要な基盤を確保したと言える。本基盤

を活用すれば、有用な化合物創製を通じて最先端基礎研究の成果が国民に還元されよう。創薬はアカデ

ミアだけでは為し得ないものであるため、必ず産業界との連携が必要となってくる。アカデミア発の創

薬オープンイノベーションが加速されるものと期待できる。 

１４．特記事項 

学会（日本ケミカルバイオロジー学会、BMB2010 など）などの機会がある毎に化合物ライブラリー

と利用方法の紹介を行い、プログラム外研究者に積極的に広報している。また、新聞、雑誌、記者の取

材や外部研究者、製薬企業関係者、高校生の見学を受け入れている。特に当初は製薬企業に訪問し、様々

なノウハウの教授を受けたが、最近では逆に先方のスタッフが当ライブラリーに足を運び、ノウハウを

持ち帰って検討するようになったことは、当ライブラリーの客観的な評価指標の一つと言えよう。また、

大学の創薬関連の講義において、これまでに大学になかった創薬の現場に関する生きた情報を学生に紹

介し、将来の創薬研究者養成にも力を入れている。 

この短期間に製薬企業に成果移転できる有用な化合物が少なくとも2種得られていることは想定以上

の成果である上、多数の機関より絶え間ない化合物サンプル申請を受けていることから、真に我が国に

必要な基盤を築いたものと自負している。 

１５．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 515,644 174,041 59,824 39,548 物品費（千円） 400,135 

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 130,492 

人件費（千円） 39,781 80,627 93,820 103,500 旅費（千円） 4,945 

業務実施費（千円） 249,370 435,947 488,741 353,875 その他（千円） 73,428 

間接経費（千円） 241,439 207,185 192,715 149,077 間接経費（千円） 0 790,416

合計（千円） 1,046,234 897,800 835,100 646,000 合計（千円） 609,000 4,034,134

805



制御Ｃ１－Ｂ 

 

代表／分担機関の課題名 化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発 

サブテーマ：天然化合物マイクロアレイの創製とスクリーニング実証研究

代 表 ／ 分 担 機 関 理化学研究所基幹研究所 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 長田裕之 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

微生物が生産する天然化合物の中からタンパク質機能を制御する化合物を探索するために、代謝化

合物の系統的精製を行った。放線菌などの有用微生物を中規模培養し、その培養液および菌体を溶媒分

画、各種液体クロマトグラフィー精製を順次行うことによって、代謝化合物を系統的に分離し、代謝化

合物フラクションライブラリーを作製する。各フラクションに含まれる代謝化合物の LC−UV/MS 解析

を行い、UV スペクトル、MS スペクトルのデータベース化を検討する。収集した代謝産物構造の MS

解析、NMR 解析による推定を行い、新規構造化合物の取得を目標とする。年間約 2,000 の代謝化合物

フラクションの収集を目標として、前期 3年間でフラクションライブラリーの構築を行う。 

タンパク質機能を制御する化合物の探索技術として、化合物アレイスクリーニング系の確立と活用を

行う。化合物アレイ作製用にカスタマイズした新型アレイヤーを設計・製作して、代謝化合物フラクシ

ョンライブラリーを順次アレイ化し、既知の重要なタンパク質について相互作用検出を行う。後期２年

間で、代謝化合物フラクションのアレイスクリーニングによる、ターゲットタンパク研究プログラム参

加研究者への研究支援を実施する。 
 

 
     図．代謝化合物フラクションの系統的取得と化合物アレイスクリーニング 

 
 
２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

 平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間で、22 菌株から 6,480 の代謝化合物フラクションを作製し、

微生物培養 

培養抽出物の調製 

（抽出・分配・濃縮）
クロマトグラフィー

技術による 
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代謝化合物フラクション 

ライブラリー 
化合物アレイ技術による 

スクリーニング 
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LC/MS 分析による代謝化合物プロファイルデータや、基本的な生物活性データを収集した。これらをス

ペクトルデータベースに収録するとともに、フラクションライブラリーからの代謝化合物精製を効率化

するためのスペクトルデータ 2 次元プロットを作成した。これを用いた実証研究として、新規化合物の

単離と構造解析、既知化合物の同定を行った。 

 微生物由来の代謝化合物フラクションライブラリーを用いて、年度毎に代謝化合物フラクションアレ

イを作製した。化合物アレイ作製に最適化した新型アレイヤーを設計・製作するとともに、1 アレイあ

たり 6,900 化合物の高密度化、リンカー構造の多様化と、リンカー導入率の向上などの技術開発を行っ

た。多波長の蛍光標識に対応できるイメージスキャナーを整備し、検出感度向上のための蛍光標識の検

討などを行って、化合物アレイによるリガンドスクリーニングの支援体制を整えた。また、東京大学・

生物機能制御化合物ライブラリー機構から提供されたキナーゼインヒビター500 種を化合物アレイ化

し、MAP キナーゼを用いた検証実験を行った。 

これらを基盤として、「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3」に相互作用する代謝化

合物の探索を、連携スクリーニング支援として行った。スクリーニング結果に基づき、クロマトグラフ

ィー手法による代謝化合物フラクションからの活性代謝化合物の精製支援を行った。 

 

 

 

（２）技術開発の進捗及び成果 

i．代謝化合物フラクションの系統的取得 

 平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間で、放線菌および糸状菌の計 22 菌株から中圧液体クロマ

トグラフィー（MPLC）および高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いた系統的精製法により、

6,480 の代謝化合物フラクションを作製した。その大半（65%）が 2mg 以上の内容物を含み、スクリー

ニング後の活性化合物探索が可能なフラクションとなった（表 1-1）。各フラクションについて、LC/MS

分析による代謝化合物プロファイルデータ、及び、抗菌、抗カビ、細胞毒性といった基本的な生物活性

データを収集した。これらをスペクトルデータベースに収録するとともに、フラクションライブラリー

からの代謝化合物精製支援を効率化するためのスペクトルデータ２次元プロット（図 1)を作成した。こ

れを用いた実証研究として、新規化合物の単離と構造解析、既知化合物の同定を行い、新規のβ-ケト 16

員環マクロラクタム骨格を有するポリケチド化合物（Verticilactam）を単離、構造決定した（Nogawa et. 

al., Org. Lett., 12, 4564, 2010）。 
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                      図 1. スペクトルデータの 2 次元プロット 

 

ii．代謝化合物フラクションアレイの作製とスクリーニング実証 

 平成 19 度には、スポッターヘッド部分の耐溶剤性、洗浄効率の向上など、化合物アレイ作製にカス

タマイズした新型アレイヤーを設計・製作し、スクリーニング支援に必要な化合物アレイの作製能力を

向上させた。また、平成 20 年度以降は以下のような技術開発を進めた。ガラス基板表面と固定化した

化合物との距離を多様化する目的で、ポリエチレングリコール(PEG)リンカー(〜25Å)に加え、プロリン

9 分子を導入したプロリンリンカー(〜52Å)を作製、採用した。ガラス基板へのリンカー導入法を改善

するとともに、導入量を評価する方法として、X 線光電子分光分析装置(XPS)を用いてフッ素原子を検

出する分析法を考案した。代謝化合物フラクションアレイのスクリーニングで障害となる自家蛍光によ

る検出感度低下に対応するため、4 波長対応の蛍光スキャナーを導入し、長波長で検出が可能な赤色蛍

光標識（蛍光タンパク質 mCherry や mRaspberry、蛍光色素 Cy5 など）を用いた標識を使用して問題を

解消した。 
iii．代謝化合物フラクションアレイスクリーニングによる研究支援 

これらの開発技術を基盤として、平成 21 年度より「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素

SIRT3 のケミカルバイオロジー研究（「食品・環境等の産業利用」分野の理化学研究所・伊藤昭博博士）」

に対してスクリーニング支援を行った。His タグの付いたリコンビナント SIRT3 タンパク質をプローブ

として、SIRT3 に結合する化合物の代謝化合物フラクションアレイスクリーニングを行い、6,480 フラ

クションを固定化した化合物アレイ 3 種から 85 のフラクションをヒットとして見出した。この中から

SIRT3 の酵素阻害活性を指標として 23 フラクションに絞り込み、さらに、LC/MS 分析結果に基づき 6
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a b c d

< 0.5 mg 0.5 mg ~ 2.0 mg > 2.0 mg

平成19年度 8 2016 147 (7.3%) 481 (23.9%) 1388 (68.8%)

平成20年度 8 2352 228 (9.7%) 685 (29.1%) 1439 (61.2%)

平成21年度 6 2112 236 (11.2%) 491 (23.3%) 1385 (65.6%)

全数 22 6480 611 (9.4%) 1657 (25.6%) 4212 (65.0%)

各サンプル量を満たすフラクション数

表１－１．作製したフラクション数とサンプル量による分類

年度 処理菌株数 フラクション数
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フラクションを選抜して、クロマトグラフィー手法により 55 分画に再精製した。精製度の高いフラク

ションについて LC/MS 分析により主成分構造を解析したところ、細胞毒性を有するカッシノイド類

vilmorinine A（Journal of Natural Products, 1997, 60, 642-644）の類縁化合物を見出している。得られた 55

分画の酵素阻害活性評価を伊藤昭博博士と連携して進めており、結果に基づいて、さらに精製を進める

予定である。 
 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数  0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

 0 件 

４．各機関の論文発表件数  3 件 

５．各機関の公開したツールやデータベース等

の件数 

 0 件（未公開 2 件） 

６．各機関の特許出願件数  0 件（うち国外 0 件） 

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

グラム内外含む） 

 0 件 

（うち産業界との共同研究数 0 件） 

８．当初計画に対する各機関の達成度 

平成 19 年からの 21 年度までの前期 3 年間で、予定のフラクション数以上をライブラリー化した。フ

ラクションのスペクトルデータだけでなく、生物活性情報も追加したことで、化合物アレイスクリーニ

ング結果に基づく代謝化合物探索に役立つデータベースが構築できた。 

 予定の代謝化合物フラクションアレイを作製し、アレイスクリーニング支援に供した。鎖長の異なる

2 種のリンカーをアレイに導入して、アレイスクリーニングの適用範囲を拡大した。リンカー導入をモ

ニターする手法を見出し、導入反応の改善を行った。 

 平成 21 年後半からの後期 2 年間で、代謝化合物アレイによる「脱アセチル化酵素 SIRT3」に関する

スクリーニング支援を行い、酵素阻害活性評価と連携しながら活性代謝化合物の精製を進めており、阻

害活性評価後の再精製まで完了している。 

 

９．課題内の情報共有・連携体制 

制御分野代表機関である東大・生物制御化合物ライブラリー機構から、キナーゼ阻害化合物ライブ

ラリーの提供を受け、阻害化合物アレイを作製した。p38 MAP キナーゼを用いた検証実験の後、「脱ア

セチル化酵素 SIRT3」阻害化合物探索の研究支援に活用した。 

 

１０．他の課題との情報共有・連携 

「食品・環境等の産業利用」分野の「エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素 SIRT3 のケミカル

バイオロジー研究」について、アレイスクリーニングの連携研究を進めていて、ヒットフラクションの

LC/MS プロファイル情報、酵素阻害活性情報等について随時、情報共有を行っている。 
現在、本プログラム以外の大学研究者、製薬企業と、化合物アレイを用いた連携スクリーニングの準

備を進めている。 
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１１．人材育成 

一般的に天然物化学、機器分析化学の人材が不足しているため、実務経験のない修士号取得者を雇

用し、本プログラム採用期間中に天然物精製、構造解析の技術を習得させ、実務に活かせるよう、担当

研究員・ポスドクが指導している。 

平成 19 年度以降、本プログラムにおいて任期制雇用していた業務担当者のうち、ポスドク 1 名が大

学の教員ポストを獲得し、1 名が理化学研究所・基礎科学特別研究員に採用され、協力技術員 2 名が研

究機器メーカー企業へ就職している。自己都合（婚姻、出産、家族の転勤）で退職したもの以外は、理

化学研究所・基幹研究所内で引き続き雇用されている。現在本プログラムで雇用している業務担当職員

のほとんどがそれぞれ専門技術と知識を習得した技術者であるため、外部転出の可能性も高いが、併せ

て、理化学研究所の研究支援部門（ケミカルバイオロジー研究基盤施設）での継続雇用も予定している。

 

１２．終了までの具体的な見通し 

現在、化合物アレイによるスクリーニング支援と、タンパク質制御活性を有する代謝化合物の精製

支援を行っており、これまでに整備した技術基盤を活用した研究支援を継続する予定である。これまで、

本プログラム参加研究者を対象とした研究支援が中心であったが、本プログラム外研究者、特に企業に

対する支援を補助金化事業として、あるいは、化合物アレイスクリーニングの技術移転を含む共同研究

として進めることを検討しており、パートナー企業を模索している。 

 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

本プログラムで高度化した化合物アレイスクリーニング技術は、微量の化合物ライブラリーと、他

に比べて少量の被験タンパク質の標識体でタンパク質-リガンド相互作用を検出できるスクリーニング

系であり、医薬品、農薬、食品分野での産業応用が期待されている。アレイ作製や実際のスクリーニン

グにはノウハウがあり、本機関での研究支援を補助金等の仕組みを利用して継続すること、あるいは、

ベンチャー企業等へ技術移転をすることを検討している。 

 

１４．特記事項 

本プログラムの成果として、国内で例を見ない化合物アレイ作製装置（新型アレイヤー）を設計・

製作した。また、一般的な化合物データベースとは異なる、代謝化合物・天然化合物の探索に活用でき

るスペクトルデータ 2D プロットシステムを開発して、ウェブサイトでの公開準備を進めている。 

 

１５．研究費一覧                  （*計は 19 年度～22 年度の区分に従って算出した）

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計
*

 

設備備品費（千円） 35,175 31,076 30,026 2,181 物品費（千円） 13,425 

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 35,182 

人件費（千円） 23,545 42,336 46,005 36,846 旅費（千円） 301 

業務実施費（千円） 33,588 31,819 21,815 20,281 その他（千円） 6,000 

間接経費（千円） 27,692 31,569 29,354 17,792 間接経費（千円） 0 106,408

合計（千円） 120,000 136,800 127,200 77,100 合計（千円） 54,908 516,008 
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成果報告票（技術開発研究・各機関） 
 

代表／分担機関の課題名 「化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発」 

（サブテーマ２：蛍光を基盤としたスクリーニング技術開発と実証研究）

代 表 ／ 分 担 機 関 理化学研究所 横浜研究所 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 田仲昭子 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

 前期 3 年間は、蛍光を利用した高速/簡便/精密などの様々な特色のあるタンパク質間相互作用阻害剤

スクリーニング系を開発実証する。また、制御チーム内で開発された新規プローブや新規ライブラリー

の有用性実証研究を分担する。後期 2 年間は、ターゲットタンパク研究等の成果を活用して、新規相互

作用阻害剤ライブラリー

をインシリコで設計しラ

イブラリー基盤の独自性

を促進する。また、支援を

通じて、スクリーニング技

術の高度化を計る。   

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

理研、横浜グループでは、タンパク質間相互作用、キナーゼ、プロテアーゼに対する制御化合物を

Wet 探索するための、蛍光を基盤とする新規スクリーニング技術を開発した。これらは、共通性・汎用

性の高い基盤的な技術である。さらに、阻害剤蛍光プローブ法を応用して、タンパク質結晶をスクリー

ニングする技術が可能であることを示した。 

また、インシリコスクリーニングを効率化する、4 種類の計算化学システムを開発した。PALLAS と

MUSES は、タンパク質の X 線構造や阻害剤情報を最大限活用してドッキングの精度を向上させ、効率

的なインシリコスクリーニングを可能にする。また、LAILAPS はリガンド側の情報に基づいて多方面

による類似・活性予測を行う。SYROS は、標的タンパク質のポケットの構造から低分子制御化合物が

強く結合可能かを予測するシステムである。 

これらの Wet 技術とインシリコスクリーニング技術を利用して、MdmX-p53 相互作用、EGFR、p70S6K、

Pim-1、Cathepsin K、CLK-1 などの阻害剤探索を実施し、制御ライブラリーの有用性を実証した。さら

に、MdmX-p53 相互作用、Cathepsin K、p70S6K に対して、ライブラリー化合物中から無作為に抽出し

たフラグメント化合物でスクリー

ニングを実施し、1000 個程度のフ

ラグメントスクリーニングでヒッ

トが取得できることを確認した。 

後年度には、これらの基盤技術

を用いて、医薬（門脇グループ、

北グループ、福井グループ）およ

び基本的生命（稲垣グループ）の、

支援研究・共同研究を実施してい
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る。また、開発したインシリコ技術を用いて、新規相互作用阻害剤ライブラリーの設計を実施した。 

（２）技術開発の進捗及び成果 

蛍光を基盤とした Wet スクリーニング技術として、タンパク質間相互作用、キナーゼ、プロテアーゼ

に対する制御化合物を探索するための、新規スクリーニング技術を開発した。これらは、共通性・汎用

性の高い基盤的な技術である。さらに、阻害剤蛍光プローブ法を応用して、タンパク質結晶をスクリー

ニングする技術が可能であることを示した。 

蛍光相関分光法は、蛍光標識した相互作用ペプチドの標的への結合による分子量変化や、蛍光標識し

たプロテアーゼ基質ペプチドの切断による分子量変化を、蛍光相関分光計で蛍光粒子の並進拡散運動を

測定することで検

出する。ほとんどの

タンパク質間相互

作用阻害剤とプロ

テアーゼ阻害剤を

微量試料で簡便 /精

密に探索する目的

に適している。蛍光

消光法は、消光剤標

識したペプチドと

蛍光標識したタン

パク質の組み合わ

せで、タンパク質間

相互作用を蛍光強

度で高速に検出す

る。また、ペプチドの両端に消光剤標識と蛍光標識をした基質を用いて、プロテアーゼ活性を蛍光強度

で検出する。この方法は、タンパク質間相互作用やプロテアーゼ阻害剤の高速スクリーニングに適して

いる。基質を蛍光標識した基質蛍光プローブを作成し、酵素反応後の生成物をモビリティーシフトアッ

セイで検出する系は、多くのキナーゼとプロテアーゼの活性測定に応用できる。基質と生成物を定量す

る、正確なスクリーニング系である。阻害剤蛍光プローブ法では、標的タンパク質と既知阻害剤の複合

体構造を参考にして、阻害剤が活性を失わないように蛍光色素で標識する。この阻害剤蛍光プローブの

標的タンパク質への結合を蛍光相関法で検出し、新規阻害剤候補化合物による競合的結合阻害で、化合

物評価を実施する。このプローブは、キナーゼなど各種酵素の阻害剤探索に利用できるだけでなく、共

結晶探索においても、プローブを取り込んでいる結晶の簡便な判別に利用できる。我々は、これら 4 つ

の技術が、汎用性がある有用な技術であることを上図の標的（黒字）を用いて実証した。また、それら

を活用して、生産課題や制御課題内などとのターゲットタンパク質プログラム内共同研究（青字）や個

別ターゲット研究の支援研究（赤字）を実施している。 

計算化学技術開発として、インシリコスクリーニングによる候補化合物の選択と、得られたヒット化

合物の高度化設計を効率化する、4 種類のシステムを開発した。PALLAS と MUSES は、タンパク質の

X 線構造や阻害剤情報を最大限活用してドッキングの精度を向上させ、効率的なインシリコスクリーニ

ングを可能にする。また、LAILAPS はリガンド側の情報に基づいて 2 次元構造類似性だけではなく、
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ファーマコフォア配置

類似性や形状類似性、

機械学習予測など、多

方面による類似・活性

予測を行い、多様な阻

害剤を探索することを

可能にするシステムで

ある。SYROS は、標的

タンパク質のポケット

の構造から低分子制御

化合物が強く結合可能

かを予測するシステム

であり、タンパク質間

相互作用などの高難度

ターゲットに対する医薬品開発の難易度を計る指標として利用できる。 

これらの Wet 技術と計算化学技術を実証するために、MdmX-p53 相互作用、EGFR、p70S6K、Pim-1、

Cathepsin K などの阻害剤探索を実施し、それぞれ 100nM 以下の IC50 を有する新規阻害剤を取得した。

さらに、ライブラリーの有用性の検証のために、類縁タンパク質や立体構造が知られておらず阻害剤の

予測が困難な標的である CLK-1 に対して阻害剤探索を実施し、ライブラリー中に有効な阻害剤を見い

だし、ライブラリーの有効性を実証した。さらに、MdmX-p53 相互作用、Cathepsin K、p70S6K に対し

て、ライブラリー化合物中から無作為に抽出したフラグメント化合物でスクリーニングを実施し、1000

個程度のフラグメントスクリーニングでヒットが取得できることを確認した。これらの成果の一部は、

出願するとともに、論文、学会、研究会などで公表してきた。とくに、タンパク質間相互作用阻害剤選

択に関する、Wet およびインシリコスクリーニング技術には反響が高い。 

後年度には、これらの基盤技術を用いて、医薬（門脇グループ、北グループ、福井グループ）の AMPK，

ACC2、CaMKK2、DHOD，ATC、Glycerol kinase、DOCK2-ELMO および基本的生命（稲垣グループ）

の Atg4B、LC3−p62 及び Atg8-Atg19 相互作用に対する阻害剤探索の支援研究・共同研究を実施し、そ

れぞれ良い成果を得ている。LC3 及び Atg8 相互作用阻害剤に関しては、制御ライブラリーの利用でき

るほぼ全てに当たる 1 万フラグメント化合物のスクリーニングを実施し、それら化合物のフラグメント

スクリーニングへの適合性を評価、報告した。また、PDB からタンパク質間相互作用を形成している構

造を抽出・分類し、開発したインシリコ技術を用いて、ファーマコフォアを解析した。得られたファー

マコフォアを用いて新規タンパク質間相互作用阻害剤ライブラリーの設計を実施した。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構造解析したタンパク質数 0 件 

４．各機関の論文発表件数 5 件 

５．各機関の公開したツールやデータベース等の件数 0 件 

６．各機関の特許出願件数 5 件（うち国外 1 件） 
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７．各機関の成果を活用した共同研究数（プログラム内外含む） 14件（うち産業界との共同研究数3件）

８．当初計画に対する各機関の達成度 

当初計画のすべてを予定通り達成した。Wet 及びインシリコの新規なスクリーニング技術開発を実施

し、高活性（Pim-1(3 nM)、Cathepsin K(1.6 nM)）の阻害剤取得によって、技術の実証に成功した。また、

稲垣グループの支援研究では、これらを応用した新規なスクリーニング系を開発し、Atg4B を、サブマ

イクロモルで阻害する新規阻害剤を取得した。 

９．課題内の情報共有・連携体制 

 情報共有手段としては、制御領域内ミーティングを実施する他、メールでの研究討論やスクリー

ニングデータの送付を随時行っている。 

 ライブラリー構築のために全機関連携して方針策定を行い、ファルマデザイン社によるインシリ

コ選定作業を中心にして、化合物構造の適切性確認などの作業を分担した。さらに、タンパク質

間相互作用阻害候補化合物の選定を進め、制御ライブラリーの高度化に貢献した。 

 東大から化合物情報と化合物を迅速に頂き、理研側ではスクリーニングを実施するとともに化合

物 DB 及びスクリーニングデータアーカイブ DB を作成した。これにより、化合物の構造活性相関

の考察と、定期的な東大へのスクリーニング結果報告が可能となっている。 

 東京大学とは、研究会や機器の借用で頻繁な交流を実施した。Pim-1 阻害剤の共同開発も行い出願

した。プログラム初期においてファルマデザイン社と共同の研究会を頻繁に行い、開発技術の交

流を実施した。京都大学とは、Eg5 阻害剤の探索と ACC2 阻害剤探索に於いて、相互に協力した。

１０．他の課題との情報共有・連携 

 ターゲットタンパク個別課題：稲垣、福井、北、門脇の各グループとの共同研究や支援研究を行

った。タンパク質間相互作用阻害剤を探索している松島グループとは、随時技術交流を行った。 

 生産技術開発課題：制御内の標的である Pim-1 阻害剤開発において、化合物との共結晶の作製依頼

を行った。また、EGFR や p70S6K 等の阻害剤探索を連携して進めている。生産技術開発担当者と

は、頻繁にミーティングを実施し、共同研究を推進している。 

 本プログラム以外：本プログラムのアウトリーチ活動として、理研の運営費交付金事業である創

薬・医療技術基盤プログラムに参加し、本プログラムのスクリーニング技術開発の成果を応用し、

さらに制御ライブラリー化合物の外部供与制度を活用して、東大・宮園、東北大・宮田、京大・

杉本らのターゲットを含む理研内外の 10 個程度のターゲットに対するインシリコと Wet スクリー

ニング技術による開発を実施している。 

 企業：プログラム初期に、機器開発メーカーとフラグメント化合物スクリーニング技術を、IT 企

業と計算化学技術の共同研究を実施した。本年度からは、本プログラム成果の発表論文に興味を

持った製薬企業から共同開発の提案を受け、企業側から研究費や化合物の提供を受けながら、プ

ログラム外共同研究を開始し、技術指導などを実施している。 

１１．人材育成 

雇用されているポスドクやスタッフ、パート雇用されている大学院後期課程学生に対しては、上長の

担当者がついて、実験手技、インシリコスクリーニング技術、計算化学的設計技術の指導と、サイエン

ス研究の進め方・考え方の指導を実施している。 

 これまでに本プログラムで雇用した理研スタッフは総計 19 名であり、このうち理研から転出した職

員の転出先は大学（3 名）、独立行政法人（2 名）、ベンチャー（1 名）など、主としてプログラムに従事
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した経験を生かした業務である。 

１２．終了までの具体的な見通し 

 本年度は、基質蛍光プローブや、阻害剤蛍光プローブを、これらの標的タンパク質との複合体構造を

参考にしながら計算化学的に設計し、実験室内で合成、精製できるパイプラインを構築する。これまで

開発したスクリーニング技術に汎用性を持たせ、多くの支援研究が低コストで迅速に実施できる体制を

作る。また、基本的生命、稲垣グループの支援として、蛍光相関分光法を用いたフラグメントスクリー

ニングを進め、フラグメントライブラリーの検証を行うとともに、ライブラリーの高度化を進める。 

 さらに、１）医薬、北グループとの共同研究では、Glycerol kinase に対する、高活性の阻害剤を創出

する。２）医薬、門脇グループへの支援研究では、AMPK、ACC2、CaMKK2 に対する、高活性の阻害

剤を探索する、３）医薬、福井グループでは、DOCK2 タンパク質の相互作用解析を進める。４）基本

的生命、稲垣グループでは、オートファジー阻害剤の創出を目指し、LC3 及び Atg8 相互作用阻害剤探

索を進めるとともに、Atg4B 阻害剤を高度化し、これら阻害剤を医薬に応用する特許を取得するための

応用化研究を支援し、共同出願を実施する見通しである。 

 また、プログラムで開発した、インシリコ及び Wet の探索技術に関しては、論文、総説などに、まと

めていくとともに、シンポジウムや web などを活用して、研究者に広く紹介していく。 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

本プログラムにおける成果は、2 つの大きな意味がある。1 つは、制御技術開発で開発した Wet およ

びインシリコスクリーニング技術が、初期阻害剤探索及び最適化設計において有用であり、阻害剤の発

見と高度化に大きく貢献できることである。今後、他の薬剤標的に適用することによって、ライフサイ

エンス研究ツール化合物や創薬シードの探索を、大きく加速できると考えている。もう 1 つは、プログ

ラムで見出した阻害剤である。これらについては、最適化をさらに行い、また、基礎的な生理活性を検

討して、製薬企業等に導出できるように展開することが重要である。そのためには、これらの活動を支

援する、新たな枠組みが必要である。 

理化学研究所では、運営費交付金を利用した創薬・医療技術基盤プログラムをスタートし、本プログ

ラムの技術開発成果を理研内創薬活動に活用するとともに、MdmX、Pim-1、CLK-1 などの本プログラ

ムの有望な阻害剤を高度化して技術移転するための活動を開始した。これらの創薬支援活動は、さらに

広く、国内の多くの基礎的な研究活動を支援できる形に発展させることが重要である。 

１４．特記事項 

本プログラムの成果であるタンパク質間相互作用阻害剤探索技術に関する論文を読んだ、国内製薬企

業から、共同開発の申し出を受け、本年度から Wet 及びインシリコ技術を用いた共同開発を開始し、プ

ログラム成果の社会還元を実施している。 

１５．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 13,517 2,751 6,416 347 物品費（千円） 6,989  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 37,771  

人件費（千円） 42,833 58,133 50,667 57,441 旅費（千円） 582  

業務実施費（千円） 59,036 70,654 65,225 51,904 その他（千円） 57,750  

間接経費（千円） 34,616 39,462 36,692 32,908 間接経費（千円） 0 143,678 

合計（千円） 150,001 171,000 159,000 142,600 合計（千円） 103,092 725,694 
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代表／分担機関の課題名 制御化合物探索基盤の検証と新規骨格を有するライブラリー化合物の創出

代 表 ／ 分 担 機 関 京都大学 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 藤井 信孝 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

京都大学における分担研究では、タンパク質を制御する機能性小分子化合物（制御化合物）を創出

する基盤を構築することおよびそのための技術開発を行い、生体において重要なタンパク質の構造・

機能解析研究の支援を行う。制御化合物探索基盤を実証する観点、および、代表機関における化合物

提供研究基盤の充実を図る観点から、 
［１］Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証 

［２］化合物ライブラリーの充実につながる京都大

学薬学研究科保有化合物の提供と新規複素環合成

法を活用した新規フラグメント化合物群の創製 
［３］抗がん剤への展開が期待される制御化合物の

探索に適用可能な汎用性・一般性のあるスクリー

ニング系の開発（注：平成 21 年度末にて終了） 

の３項目を実施する。 

２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 
［１］金属も酵素も用いない小分子生細胞膜受容体ラベル化法を開

発し、細胞膜上のGPCRの定量とその内在化の過程の検出に有用

であることを明らかにした（図1）。また、本法の定量化に成功

するとともに、研究試薬の実用化（市販）を行った。また、本法

を含む複数のGPCR機能評価系を構築し、化合物スクリーニング

により構造最適化研究に用いられる複数の有用なリード化合物

を見出した。 

［２］京都大学薬学研究科が保有する化合物について制御化合物の

候補としての妥当性を評価し、東京大学への化合物の提供を行っ

た。市販化合物及び京大独自化合物では網羅することができない

新規骨格化合物の開発と新規フラグメント化合物群の創製を目

的としたドラッグライク骨格構築法の開発を行い、また、キネシ

ンEg5阻害剤の探索を通して合成・収集化合物の有用性を実証し

た。 

［３］がんの悪性化を誘導する増殖因子の一つ hypoxia-inducible 
factor-1（HIF-1）の機能評価系に用いる細胞株を作製した。また、その低酸素応答性を検討し、HIF-1
機能制御化合物の評価・探索系に利用できることを明らかにした。（注：平成 21 年度末にて終了） 

（２）技術開発の進捗及び成果 
【Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証】 G
タンパク共役型受容体（GPCR）のリガンドを探索するための有力な評価法の一つとして、生細胞で

GPCR を蛍光ラベルし、リガンド刺激に伴う GPCR の細胞膜から細胞内への移行（内在化）を可視化

する方法を開発した。ラベル化原理として、強固なコイルドコイル構造を形成するペプチドの組み合

わせ、すなわち、コイルドコイル形成ペアの一方（E3：(EIAALEK)3）を GPCR の N 末端に融合して

図１．GPCRの内在化の観察例 ヒト

β2アドレナリン受容体のN末端にE3
タグ、C末端にEYFPをそれぞれ融合さ

せ CHO 細胞に発現させたもの。

TMR-K4プローブで細胞膜の受容体を

ラベルしたもの（左）。アゴニスト（イ

ソプロテレノール）投与30分後（右）。
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発現させ、もう一方（K4：(KIAALKE)4）を蛍光標識合成

ペプチドとして調製しこれを生細胞に投与した（図２）。ラ

ベル化は 1 分以内に完了し、無毒性、血清含有培養液中で

も可能であり、報告されている他の小分子ラベル化法と比

べて利点が多く、K4 プローブに付加する蛍光色素は、自由

に選択することができる。本ラベル化法を用いて pH 感受

性色素フルオレセインと非感受性色素テトラメチルローダ

ミンで β2 アドレナリン受容体を二重標識し、内在化に伴う

pH 低下を蛍光強度比変化として解析したところ、受容体の

内在化の定量が可能であった。さらに、薬物スクリーニン

グへの適用を目指して、細胞イメージアナライザーによる

画像処理技術による数値化、及び、画像データを総合的高

速処理する検討を行い、細胞内への移行および細胞内 pH 変化を指標として、アゴニスト活性を評価

可能であることを明らかにした。本標識法は、最近 X 線結晶構造解析結果が報告されたケモカイン受

容体 CXCR4 のリガンド刺激に伴う内在化の検出に有効であり、受容体の種類による制限を受けない

ことを確認した。（関連文献報告：5 報） 
また、GPCR に対する化合物評価基盤技術および東京大学の化合物ライブラリーの妥当性の実証研

究として、ケモカイン受容体 CXCR7 リガンド（アゴニスト・アンタゴニスト）の探索を実施した。

まず、多様性指向ライブラリー等をもとに中程度の活性を示す 6 化合物を同定した。これらの化学構

造情報をもとに、東京大学・ファルマデザインとの連携のもと約 700 種類の化合物のスクリーニング

を実施し、10-6 M 程度の阻害活性を示す縮環複素環骨格を有する複数の化合物を獲得した。 

【京都大学薬学研究科保有化合物の提供と新規フラグメント化合物群の創製】 構造最適化、ライブ

ラリー化合物の構造多様性充実のためには、基質適用範囲の広い反応の開発や迅速に化学合成できる

技術（連続反応・多成分反応など）が求められる。これまでに、様々なキノリン・イソキノリン誘導

体の骨格構築法およびアミノ酸誘導体や安価な試薬を原料とした多成分反応によるドラッグライク

なインドール縮環型含窒素複素環の効率的構築法を確立し、創薬における有用な中心骨格として知ら

れるリゼルグ酸誘導体や各種酵素阻害剤の合成における有用性を実証した。（関連文献報告：73 報） 
本法の制御化合物探索における有用性の実証例として、天然物骨格に共通に見られる単純な分子骨

格からのタンパク質制御化合物の創製研究を実施した。微小管上のモータータンパク Eg5 は、細胞分

裂 M 期における染色体の分配に関わるタンパク質であり、これまでに terpendole E（理研和光文献報

告）や HR22C16 といった天然物もしくはその類縁体の化合物（理研横浜同）のμM レベルでの Eg5
阻害活性が報告されていた。これらの分子骨格中に存在する縮環型インドール骨格に着目して、様々

な置換様式を有するカルバゾール骨格ライブラリ

ーの Eg5 阻害活性を評価したところ、アルキル置

換基を有する誘導体がnMレベルのEg5阻害活性を

示すことを見出した。また、さらなる構造最適化研

究により、高活性誘導体の１つが in vivo 実験にお

いて腫瘍サイズを縮小する効果があることを明ら

かにした。この探索・構造最適化過程における化学

合成は、本プログラムにおいて開発された独自技術

（遷移金属触媒を用いた効率的カルバゾール骨格

構築法）により行われ、フラグメント化合物群の創

製への有用性を実証した。（関連文献報告：4 報） 

【抗がん剤への展開が期待される制御化合物の探索に適用可能なスクリーニング系の開発】低酸素環

境下に曝されているがん細胞の悪性化に深く関与している転写因子 HIF-1 の in vitro 評価系を構築し

図２．コイルドコイルラベル化法による膜タン

パク質の蛍光標識原理 

図３．フラグメントの創製とその有用性の検証 
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た。VEGF のプロモーター中に存在する HIF-1 結合配列を含む配列を５つ連続結合させた配列を、レ

ポーター遺伝子であるルシフェラーゼ遺伝子の上流部に挿入した HIF-1 活性測定用レポータープラ

スミドを作製し、これを染色体中に組み込んだ安定細胞株を樹立した。本細胞株は、低酸素濃度（1%）

に高応答性であり HIF-1 の機能評価に有用である。この系を用いて約 1,000 種の化合物群の活性評価

を行った。つづいて、東京大学から提供を受けた約 1,500 種類のヒット類似化合物等の評価を行い、

活性発現に必須の官能基の同定に成功した。また、HIF-1 の αならびに βサブユニット中に各々存在

する PAS 領域を介した二量体形成過程を標的とした阻害剤のハイコンテンツスクリーニング技術を

開発し、本系におけるヒット化合物の構造をもとに、HIF-1 分子内の PAS ドメインを標的とした化合

物のインシリコスクリーニングをファルマデザインとの連携により実施した。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 ０件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

１件 

４．各機関の論文発表件数 ８２件 

５．各機関の公開したツールやデータベース等

の件数 

１件 

６．各機関の特許出願件数 ８件（うち国外４件） 

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

グラム内外含む） 

２０件 

（うち産業界との共同研究数８件） 

８．当初計画に対する各機関の達成度 

これまでに膜タンパク質の新規ラベル化法をはじめとする複数の新規スクリーニング技術を開発

するとともに、4,000 検体を超える市販化合物にない独自骨格を有する化合物を代表機関に提供した。

また、化合物ライブラリーの妥当性評価として実施したいくつかの新規化合物探索において、複数の

標的でリード化合物もしくは動物実験に供することが可能なレベルの化合物を見出すことに成功し、

当初の目標を上回る研究成果を上げることができた。いずれの成果も知的財産権を確保したことで、

得られた知見・技術の今後の産業応用への可能性が期待される。 

９．課題内の情報共有・連携体制 

《代表機関における化合物ライブラリーの充実への支援》 京都大学が保有する化合物ライブラリー

について、東京大学創薬オープンイノベーションセンターへの登録・保管・配布のために、化合物譲

渡に関わる契約を締結した。2008年度末までに、研究期間開始前までに京都大学が収集した化合物

（6,720件）から3,416化合物の譲渡を完了した。また、2010年度末までに、本プログラム期間中にお

いて合成した化合物（1,340件）から781化合物の譲渡を完了した。また、代表機関におけるgeneralラ
イブラリー構築のための不適当化合物の抽出作業（2007年度）、および、タンパク質間相互作用阻害

剤ライブラリー構築のための基礎文献調査（2010年度）にそれぞれ協力した。 

《代表機関における化合物選定の妥当性の検証と制御化合物探索への支援》 化合物ライブラリーの

有用性の実証研究の一環として、東京大学、ファルマデザインとの連携により、２種類のケモカイン

受容体に対して活性を示すことが期待される化合物群についてスクリーニングを実施し、μMレベル

で阻害活性を示す複数のリード化合物を見出すことに成功した。 また、本課題に参画する各分担機

関が保有する研究技術の情報共有・有効活用により、新規フラグメント化合物群を設計し、その中か

ら新規タンパク質制御化合物（Eg5阻害剤）を見出した。 

《情報共有・連携体制》 研究討論やスクリーニングデータの共有を会議やメールで随時行うととも
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に、TV会議システムの活用により研究情報の共有を行っている。 

１０．他の課題との情報共有・連携 

ターゲットタンパク研究への化合物提供は、代表機関へ譲渡した化合物およびそのデータベースを

もとに継続的に実施されている。このうち一部の化合物については、Ｘ線結晶構造解析に利用するた

めの再供給依頼があり粉末資料の提供を行った。 
京都大学薬学研究科に設置されている一連の制御化合物探索に利用される施設・設備（プレートリ

ーダをはじめとするスクリーニング機器、構造最適化研究に用いられる分光機器等）は、ファーマコ

ゲノミクス・ケモゲノミクス創薬コアラボとして開放し、プログラム外を含む学内外の研究者が利用

可能である。また、独自化合物を中心とするライブラリー化合物を有効活用し、プログラム外の研究

者との共同研究を数件実施している。 

１１．人材育成 

本プログラムにより雇用され研究課題に参画した研究者（ポスドク等）は、計８名である。プログ

ラムにおける研究キャリアを活用し、現在、７名が大学（国内６名、海外１名）において、１名が公

的研究機関でそれぞれ勤務している。 
また、京都大学薬学研究科では、本プログラムの研究課題の実施を通して、タンパク質構造解析研

究の重要性、これに寄与する制御化合物の価値、さらには、基礎研究の成果から創薬シーズを得るプ

ロセス等、タンパク質研究のさまざまな局面を学部学生・大学院生が実践的・継続的に体験すること

ができるようになった。特に化学系研究室においては、フラグメント化合物の化学合成法の開発のみ

に重点を置くだけでなく、タンパク質制御化合物や機能性分子の分子設計や応用といった幅広い領域

に研究展開が行われるようになった。 
こうしたプログラム関連の研究課題および研究設備を活用した人材育成は、今後のプログラムおよ

びプログラム終了後においても継続的に行い、複雑かつ多様な要素技術の集積・統合が求められてい

る我が国におけるライフサイエンス研究を担う人材の研究・教育に有効活用する。 

１２．終了までの具体的な見通し 

中核機関である東京大学にて整備されている化合物ライブラリーの有効活用とこれから派生する

さまざまな研究活動の支援を実施する。 

【Ｇタンパク共役型受容体に対する制御化合物探索に関わる化合物評価基盤技術の確立と実証】これ

までに開発したコイルドコイルラベル化法を用いて、イメージアナライザーを利用した細胞内への移

行および細胞内 pH 変化を指標とした定量評価系の開発を発展させ、GPCR 一般のリガンド探索基盤

技術となるよう実用化を目指す。本法の利用により研究を行う対象をこれまで基礎的検討で用いてき

たアドレナリン受容体からより実践的なケモカイン受容体等へと展開し、化合物ライブラリーを利用

した技術検証を行う。特にこれまでにいくつかのヒット化合物を見出している CXCR7 リガンドの探

索について、東京大学・ファルマデザインとの共同研究によりさらに充実させる。また、既に市販さ

れた蛍光ペプチドの有効活用を通して、他の研究グループや外部機関への技術支援・移転を行う。 

【京都大学薬学研究科保有化合物の提供と新規フラグメント化合物群の創製】引き続き市販化合物に

ない新規骨格を有する誘導体を創製し、代表機関・東京大学の化合物ライブラリーの充実に協力する。

ターゲットタンパクプログラムでのスクリーニングから得られたデータや天然物類縁体をはじめと

する生物活性が得られやすい化合物群（タンパク質制御化合物が多く存在する化合物空間にある化合

物群）を合成対象として選択し、ライブラリーの多様性を高める。一方で、生物活性化合物の共通骨

格に見られる分子構造から新たなフラグメント骨格候補構造の設計を行い、分子構造の多様性の拡張

に貢献可能な化合物を原料として包括的な試薬処理によりタンパク質制御化合物の候補化合物群を

効率的に調製する手法を確立する。これまでの研究により得られた酵素阻害剤等の複数の有望な医薬

品リード化合物について、化合物の結合様式に基づく構造最適化研究を進める。また、ターゲットタ
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ンパク研究や外部機関からの要請に応じて化合物の最適化研究の支援を実施し、フラグメント分子間

の最適化や特許取得可能な新規骨格の化学合成に関わる基盤技術を提供する。 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

本プログラムにおいて開発した膜タンパク質の蛍光標識法に用いられる試薬は、すでに民間企業

（ペプチド研究所）から市販され国内外の研究者に利用されている（共同研究７件）。これにより膜

タンパク質の局在・挙動の多角的な解析が可能となり、各方面での基礎研究への貢献が期待される。 
東京大学に提供済みのライブラリー化合物は、いわゆる市販化合物にない独自の分子骨格を有して

おり、ヒット化合物を獲得した時点でそのオリジナリティーの端緒が得られる。これらの化合物から

の創薬研究・分子プローブ創製研究を発展させることにより、我が国独自の研究リソース・基盤技術

を活用した他国では実現できない独自性の高い研究の展開が期待できる。また、これまでの研究によ

り見出された各種ヒット化合物・リード化合物は、今後の構造最適化研究、前臨床研究等を経て、医

薬品シーズとして産業利用が期待される。 
分担項目「抗がん剤への展開が期待される制御化合物の探索に適用可能なスクリーニング系の開発

（平成 21 年度末にて終了）」において確立された化合物評価系の一部は、平成 22 年度より文部科学

省科学研究費新学術領域研究「がん研究分野の特性を踏まえた支援活動（化学療法基盤支援活動）」

において、がん治療薬開発のスクリーニング基盤として広く利用されている。今後の共同研究の展開

により産業応用のみならず治療薬開発を通じた医療への貢献が期待できる。 

１４．特記事項 

（１）研究成果：本研究において確立した膜タンパク質の新規コイルドコイルラベル化法は、他のタ

グ−プローブラベル化法と比較しても、１）細胞毒性がない、２）非特異的染色がなく特異性が高い

（数nMのKd）、３）1分以内にラベルが完了する、４）蛍光タンパク質の1/5程度の小分子、５）膜

タンパク質の細胞外ドメインのみをラベルできる、６）多色ラベルのラベル比のコントロールが容易、

などの優れた特徴を持ち、膜タンパク質の生細胞イメージングに最適な手法である。本法は細胞表面

受容体を特異的にラベル可能なため、受容体内在化の観測が容易であり、また、受容体内在化の観測

は下流のシグナル経路に依存しないため様々なGPCRに適用できる。 

多様性指向型化合物合成法として極めて有用な多成分カップリング反応、連続環化反応、環化付加

反応等を基盤とした、縮環型インドール、光学活性イソキノリン、ケトピペラジン、ジヒドロキノリ

ン、多置換キノリン等のドラッグライク複素環化合物の効率的合成法を確立し、リゼルグ酸をはじめ

とする各種医薬品関連分子の合成においてその有用性を実証した。 

（２）知的財産権と研究成果の実用化：新規コイルドコイルラベル化法は、産経、日刊工業、日経産

業、京都新聞の各紙にて紹介された。また、国内特許出願・PCT出願も完了し、本法に用いられる蛍

光ペプチドが民間企業から市販され、技術の実用化を実現した。 

（３）受賞：研究実施期間中に、本研究に携わる分担研究者が各種学会・学術団体から延べ５件の賞

を受賞した。 

１５．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計（左列分類）

設備備品費（千円） 42,981 48,021 48,899 2,494 物品費（千円） 35,828 

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 4,549 

人件費（千円） 10,213 29,736 23,227 0 旅費（千円） 1,506 

業務実施費（千円） 39,114 27,474 25,720 39,506 その他（千円） 7,117 

間接経費（千円） 27,692 31,569 29,354 12,600 間接経費（千円） 0 101.215

合計（千円） 120,000 136,800 127,200 54,600 合計（千円） 49,000 487,600
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成果報告票（技術開発研究・各機関） 

 
代表／分担機関の課題名 化合物ライブラリーの基盤構築とタンパク質制御技術の開発／インシリコ

スクリーニング技術 

代 表 ／ 分 担 機 関 国立大学法人東京大学創薬オープンイノベーションセンター（旧 生物機能

制御化合物ライブラリー機構）／株式会社ファルマデザイン 

機 関 の 代 表 研 究 者 名 古谷 利夫 

 

１．課題開始時における各機関の達成目標 

ターゲットタンパク研究プログラム全体の中で、「制御」領域の位置づけは下記の通りで、3 つの課題を

設定した。1）化合物ライブラリーの基盤構築。技術開発、2）スクリーニングシステムの技術開発、3）

インシリコアプローチによる制御化合物創製技術である。 

 
（株）ファルマデザインは分担研究機関として、1）と 3）のそれぞれの一部を担当することになった。

具体的には、ターゲットタンパク質の機能を制御する化合物を効率よく見出すために、化合物空間をで

きるだけ網羅し、多様性を考慮した化合物ライブラリー（General および Fragment Library）を構築

することと、精度を改良したドッキング法によるターゲットタンパク質の立体構造に基づくインシリコ

スクリーニングにより、高ヒット率でヒット化合物を見出す制御化合物探索基盤の構築を行うことであ

る。これらは、次の図の 4 つのテーマで示す項目である。 
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２．平成２３年５月末時点における各機関の事業計画に対する研究成果 

（１）成果概要 

① 質の高い化合物ライブラリーの構築 
ライブラリー化合物（General Library、GL）の化合物空間（Chemical Space）から多様性、

ヒット化合物との類似性などを考慮して化合物を収集した。多様性に加えてイオンチャネルや

PPI 阻害剤にフォーカスした化合物を含めて、平成 22 年度末で合計 209,053 化合物を収集した。

② Focused Library 構築のためのドッキング計算 
立体構造情報を利用できる場合には、我々が開発した改良ドッキング法による Consensus 

DOCK を用いてインシリコスクリーニングを行い、立体構造情報が無い場合でも、類縁タンパク

質 X 線結晶構造を鋳型としたホモロジーモデリングを行った上で上記インシリコスクリーニング

を実施した。一方、立体構造情報が全く無い場合には、類似構造タンパク質のリガンド情報を利

用してインシリコスクリーニングを実施した。平成 23 年 5 月末までに実施したテーマは２（２）

の表に示した通りである。 
③ Fragment Library の最適化 

GL化合物で集めた化合物の中からRole of 3による絞り込みを行った化合物に対してLE値（リ

ガンド効率）および PDB 中の複合体の相互作用情報に基づいた絞り込み、および溶解性の高い

ことを考慮したフラグメント化合物を収集した。 
④ インシリコアプローチを導入した制御化合物創製基盤整備および情報プラットフォームとの連携

    化合物情報・活性データの取扱を協議し、代表機関である東京大学生物機能制御化合物ライブ

ラリー機構と連携して化合物データベースを構築した。また、情報プラットフォームとは PCI 
(Protein Compound Interaction) DB で協力関係にある。 
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（２）技術開発の進捗及び成果 

① 質の高い化合物ライブラリーの構築 
平成 19 年度、20 年度はタンパク質との親和性の高い候補化合物を広く選択し、化合物のクラス

タリングによる代表化合物の収集を行った。平成 21 年度では、生物学的な化合物評価をする研究

者を意識して、まず、第一段階としてアッセイに供する化合物を推薦する目的で 9,600 個からなる

構造多様性と構造活性相関を検討するのに適したセット化合物（Core Library）をデザインした。

また、この中には活性値の指標となる LE を考慮して活性を志向した化合物も収集した。この結果、

平成 23 年 3 月末現在の化合物数は 209,053 化合物である。 

平成 22 年度は、研究者がこのライブラリーを活用するために、目的とする標的に対して、結合

活性などが期待される化合物を効果的に抽出することができれば、ライブラリーの有用性が増すこ

とになると考えられるので、ライブラリーの化合物に対して、既知活性化合物との類似性に基づく

情報を注釈（アノテーション）として、付加したケミカルゲノミクスのデータベースを作成した。

② Focused Library 構築のためのドッキング計算 

これまでに取り組んだテーマとその手法ならびに状況の一覧を示す。 

 

ASK1 阻害剤探索では、新規な骨格を有する化合物を見出すことに成功し論文投稿した。ALK 阻

害剤探索では、IC50 値で数十 nM の強い阻害活性を有する化合物を複数得ることに成功し、論文投

稿した。平成 22 年度から取り組んでいる CXCR7 アンタゴニスト探索では、インシリコスクリーニ

ングを完了し、アッセイの結果多数のヒット化合物が見出されている。同じく平成 22 年度から取

り組んでいる CXCR4 アンタゴニスト探索では、GPCR である CXCR4 とリガンドの複合体構造モ

デルを検討中で、今後、この構造モデルに基づいてアンタゴニストをデザインしていく。 

③ Fragment Library の最適化 

   PDB に登録されている構造のうち、低分子化合物が相互作用している複合体の構造を解析して、
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General Library に存在するフラグメント化合物の中から各アミノ酸と相互作用に頻出するフラグ

メント化合物 1739 個とその頻度をまとめた。このフラグメント化合物を「セマフォリン及びセマ

フォリン受容体分子群をターゲットにした構造・機能解析と治療法開発」（医薬 B4）に適用した。

この研究では、セマフォリンファミリーのうち、Semaphorin 6A – Plexin A2 （Sema6A – PlxnA2）の

相互作用を阻害する化合物を探索することを目標としている。そこで、Sema6A – PlxnA2 相互作用

の結合部位を解析したところ、低分子化合物が相互作用し得るような空間は PlxnA2 側にあると判

断した。PlxnA2 の結合ポケットを構成するアミノ酸残基と相互作用をする可能性のあるフラグメ

ント 647 化合物を選択した。リアルタイム PCR 法によるアッセイの結果、4化合物のヒットが確認

された（ヒット率 0.62%）。アッセイは、この他に Core library から選択した 258 化合物、Glide を使

用した Docking 計算により選択した 55 化合物についても実施し、それぞれ 1 化合物のヒットが確

認された。統計的な議論をするには数が少ないが、単純にヒット率で言えば Docking の方が優って

いた（ヒット率 1.82%）が、Core library からの選択（ヒット率 0.39%）よりは優っていた。 

④ インシリコアプローチを導入した制御化合物創製基盤整備および情報プラットフォームとの連携

制御内で構築した General Library について、化学構造情報の他に物性値や活性値を格納する DB

を構築し、東京大学創薬オープンイノベーションセンターに移植した。また、情報プラットフォ

ームで構築した PCI DB について、ユーザーの立場からのコメントおよび要望を伝えるなどの情

報交換を行った。 

３．タンパク質の構造解析件数 

PDB 登録数 0 件 

PDB 登録の有無にかかわらず構

造解析したタンパク質数 

0 件 

４．各機関の論文発表件数 3 件 

 

５．各機関の公開したツールやデータベース等

の件数 

0 件 

６．各機関の特許出願件数 1 件（うち国外 0件） 

 

７．各機関の成果を活用した共同研究数（プロ

グラム内外含む） 

12 件 

（うち産業界との共同研究数 0件） 

８．当初計画に対する各機関の達成度 

100% 

 

９．課題内の情報共有・連携体制 

研究代表機関の東京大学創薬オープンイノベーションセンター（発足時は生物機能化合物ライブラリー

機構）とは、理研を含めて必要に応じて進捗会議を実施し、連携して化合物ライブラリーをデザインし

た。ジェネラルライブラリー以外のイオンチャネルなどのフォーカストライブラリーでは設計思想など

を議論して進めた。さらに、最近ニーズの高い PPI（タンパク質間相互作用）を阻害する化合物のライ

ブラリーに関しては、他の分担研究機関にも協力を求め、文献調査を徹底して阻害剤情報を収集し、こ

れらの類似化合物を収集した。 

824



制御Ｃ１－Ｄ 

 

１０．他の課題との情報共有・連携 

研究代表機関の東京大学創薬オープンイノベーションセンターが個別課題とのミーティングを調整し、

方針を協議した。 

１１．人材育成 

弊社は民間企業として、ターゲットタンパク研究プログラムを創薬に繋げるための研究支援を行った。

学部生、大学院生、ポスドクを特に受け入れて研究を推進することはなかった。 

１２．終了までの具体的な見通し 

General Library については、創薬に有用なさまざまな情報を付加しアノテーションの充実に注力する。

例えば、ターゲットタンパク質には 3 次元立体構造が PDB に登録されているものに frag をたてリガン

ド情報も付記する。また本プログラムがタンパク質の立体構造情報の活用に重点を置いているので、

ChEMBL で行っているように、ターゲットファミリーの階層分類を行う。また、創薬に関連するターゲ

ットを見出しやすくするために、関係する疾患名を付記することにも取り組みたい。 

１３．本プログラムにおける成果が我が国の科学技術発展及び産業応用に与える効果について 

以下のような点で、創薬において、より効率のよいヒット化合物の探索が可能となる。 

1) 充実したアノテーション情報を持つ化合物ライブラリーより、たとえば、ターゲットが与えられ

た時、活性を持ちうるような化合物をその中から選別することができるようになる。それによって、

ターゲットに対するアッセイの効率化が図れるようになる。 

2) ターゲットのアミノ酸との相互作用情報にもとづく Fragment Library は、ユニークなものであり、

作用するアミノ酸がわかっている場合は、特に効率よくヒット化合物を提示できると考えられる。

１４．特記事項 

Fragment Library の最適化では、活性化合物の部分構造がどのようなアミノ酸残基と相互作用しやす

いかについての傾向性を明らかにした。この情報は、活性を持つ化合物の活性をより高めるための構

造展開に活用できる。 

また、インシリコ技術をより多くの研究機関に周知することができた。本プロジェクト参加者は構造

生物学の分野の研究者が多く、その研究成果の有力な応用分野は創薬である。本プロジェクト終了後

も様々な研究分野の研究者がインシリコ分野を利用し、創薬のシード探索に活用し、日本の創薬力の

底上げを期待したい。 

 

１５．研究費一覧 

 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度  ２３年度 計 

設備備品費（千円） 0 5,090 1,016 600 物品費（千円） 0  

試作品費（千円） 0 0 0 0 人件費・謝金（千円） 37,829  

人件費（千円） 19,422 25,667 28,736 26,663 旅費（千円） 0  

業務実施費（千円） 29,628 36,627 32,940 32,199 その他（千円） 31,171  

間接経費（千円） 14,715 20,216 18,808 17,838 間接経費（千円） 0 71,577 

合計（千円） 63,765 87,600 81,500 77,300 合計（千円） 69,000 379,165 
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