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バイオチップの実用化と情報技術への期待
Utilization of Biochip and Expectation to Information Technology

1　はじめに
1.1　バイオチップとは
　バイオチップとは，「DNA（デオキシリボ核酸）， 
蛋白質，糖鎖等の生体分子あるいは細胞等を支
持体上に固定化し，固定化された生体分子等（プ
ローブと呼ばれる）と，生体分子あるいはそれ以
外の化合物（ターゲットと呼ばれる）とを接触さ
せ，生じた特異的な相互作用を検出するためのデ
バイスであり，特に大量かつ同時並行的に行うこ
とによりハイスループットな検出／解析を可能と
したもの」と定義づけることができる1）。具体的
には，下記の4種類が代表例として挙げられる。

①  DNA チップ（DNA マイクロアレイ）：遺伝
子配列や遺伝子発現状態の解析に使用

②  プロテインチップ：蛋白質と相互作用する分
子の解析に使用

③  糖鎖チップ：糖鎖と相互作用する分子の解析
に使用

④ 細胞チップ

　バイオチップは，「プローブとターゲットの相
互作用を検出する生化学的な手法」という観点か
ら，バイオセンサの一種と捉えることができる

が，通常，用いられるバイオセンサには，バイオ
チップの特徴とする「大量かつ同時並行的な検出
／解析」という概念が含まれておらず，このよう
な観点から「バイオチップ」と「バイオセンサ」
とは重なりを持つものの，若干異なる概念である
と考えることもできる。
　これらバイオチップの中でも，遺伝子を迅速か
つ網羅的に解析するための強力なツールとして創
薬をはじめとするライフサイエンス関連研究開発
の場で，あるいは簡便かつ迅速に複数の標的遺伝
子を同時検査することのできる新しい検査・診断
デバイスとして，「DNAチップ」が注目を浴びて
いる。

1.2　実用化が加速されるDNAチップ
　DNAチップは，1～10cm2程度のガラスやシ
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ヒトゲノム解読終了後，ポストゲノム解析の本格化によりライフサイエンス関連情報の蓄積・理解がますます加
速するなか，増大し続ける情報をいかにして有効活用し，新しい社会的価値へと結び付けるかが課題となってい
る。課題解決に向けたアプローチの一つとして，「バイオと情報技術の融合」という観点から様々な取組みが進
められており，すでに情報技術はライフサイエンスにとって必要不可欠な技術要素となっている。ここでは，今
後市場拡大が期待される「検査・診断用バイオチップ」の実用化に向けた課題と，情報技術への期待を整理する。
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図1　 DNAチップの検出原理
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リコン等でできた固層基体上に数十～数万種の
DNA分子（プローブDNA）を多数配列させたデ
バイスであり，「プローブDNA」と「検査対象検
体中のターゲットDNA」との配列特異的結合
（DNAの二本鎖形成）を検出することにより，遺
伝子情報を取得・解析するデバイスである。
DNAチップの検出原理を図1に示す。「固層基体
にDNAプローブをたくさん並べる」というアイ
デアそのものは新しいものではなく，古くからマ
クロアレイなどが使用されてきたが，プローブの
ドットサイズがマイクロメータースケールになる
と共に，ガラスやシリコンの基板などが担体とし
て用いられることで高集積化・扱いやすさの向上
が達成され，その真価が発揮されるようになっ
た。他の遺伝子検査手法と比較して，DNAチッ
プを用いるメリットは，「少量の検体を用いて， 
迅速かつ一度に数十～数万種類もの遺伝子を検査
できる点」である。これまでのDNAチップの用
途は，専らライフサイエンス分野における研究開
発プロセスでの活用を中心に進められてきた。し
かし，ゲノム解読後，ポストゲノム解析が本格化
し，遺伝子情報の蓄積・理解がますます加速する
なか，日常生活に，より密接に関連した場面での
遺伝子情報の活用が現実味を帯びてきている。こ
のような状況から，感染症診断をはじめ，ガンの
悪性度診断や，遺伝子レベルでの体質検査などを
目的とした「遺伝子情報の迅速・簡便・安価な取
得」を可能にする強力な検査・診断ツールとして
もDNAチップに大きな期待が寄せられている。
　本稿では，今後発展が期待されるDNAチップ
の検査・診断領域での利用に向けた課題と，「情
報技術」への期待についてまとめたい。

2　医療検査用DNAチップ活用と課題
　DNAチップを考える際，「ソフト面（プローブ
として何を搭載するか，何を目的に検査を行うか
など）」および，「ハード面（チップや検査システ
ムなど）」に分けて考えることができる。これら
2つの側面から医療検査用DNAチップ実用化に
向けた課題点と情報技術への期待を整理する。

2.1　ソフト面からの課題と情報技術への期待
　疾病の原因について，大別すると「遺伝的要
因」と「環境要因」とが考えられるが，これら2
種類の原因と疾病との間には一般的に図2のよう
な関係があることが知られている。

　現在，遺伝子検査として日常的に実施されてい
るのは主に感染症確定診断や単因子を対象にした
発症前診断など「疾病と遺伝子情報との関係が比
較的単純」なものである。一方，遺伝子情報やそ
の知見の蓄積が進むことにより，今後は薬剤に対
する個人レベルでの作用・副作用や糖尿病や高血
圧に対するリスク診断など，「多数の遺伝要因や
環境要因が関係する，より複雑な検査・診断」に
重点が移っていくものと考えられる。このような
複雑な事象についての検査や診断を実現するに
は，研究開発用DNAチップ等を活用して多数の
患者サンプルから得られた「網羅的な遺伝子解析
情報」と「個々の患者の臨床情報」とを結びつけ
た上で，「どのような配列を調べれば何がわかる
か」を明確にする必要がある。遺伝子情報につい
ては情報自体が比較的単純で規格化が容易である
ため，解析結果の記載・データベース化が国家規
模のプロジェクトなどを中心に活発に進められて
いるのに対し，複雑かつ多岐に渡る臨床情報の記
載・データベース化への試みは開始されてはいる
ものの，データマイニング等を自由自在に使える
レベルにまで達しているとは言い難い。すなわ
ち，「① 患者の治療履歴や症状，生活様式に関す
る情報，さらには医師が診断や治療方針を決め
た際の根拠など暗黙知的な知識や情報を，いかに
して利用可能な形で記載しデータベース化してい
くか」，さらには「② 遺伝子解析からポストゲノム

図２　疾病の原因
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解析により得られた膨大な情報と，臨床情報とを
いかにして有機的に関連付けて，効率的に新たな
価値を生み出す源として有効活用していくか」， と
いう2点が本分野でのコンテンツ整備に向けた大
きな課題となっている。情報技術分野における英
知をフル活用することができれば，本課題の解決
への動きが加速され，ひいては新しい社会的価値
の創造へと結び付くものと期待される。
　また，感染症遺伝子診断（感染微生物の体内で
の存在を検知）やガンの悪性度遺伝子診断（ガン
細胞に特異的な遺伝子発現プロファイルなどを捉
える）など，「患者ゲノム情報を取得しない形の
検査」とは異なり，「遺伝学的検査（患者のゲノ
ムそのものに対する検査）」では，遺伝子情報の
持つ特殊性（親から子へ受け継がれるという特
性）から，「検査を受ける個人」のみならず，「血
縁関係にある人々」の遺伝的なプライバシーにも
影響を及ぼす可能性があり，遺伝子情報の取得や
利用に関しては，その特殊性に配慮した形で社会
的，法的，倫理的諸問題に対応したルール作りが
進められてきている。例えば，遺伝学的検査で
は，患者に対して検査前後に「遺伝カウンセリン
グ」を実施することや「検査で得られた遺伝情報
の利用・管理」等を各種ガイドラインに沿った形
で厳格に行うことが欠かせない。「DNAチップを
用いた遺伝子検査・診断の実用化加速」という観
点からも，これらルールの適正かつ着実な実施
が，社会の仕組みとして十分に担保されることは
極めて重要であり，このことを実現するツールと
して，情報技術を活用した各種支援ツールや情報
インフラの整備は不可欠であろう。

2.2　ハード面からの課題と情報技術への期待
　ポストゲノム時代を迎え，研究開発領域では， 
これまでに蓄積されてきた数多くの候補遺伝子情
報の中から目的遺伝子を体系的かつ網羅的にスク
リーニングしていく必要がある。このような理由
から，例えば研究開発用DNAチップのデファク
トスタンダードとも呼べる「GeneChip®
（Affymetrix社）」のような，数千～数万種類の
遺伝子を網羅的に解析できるDNAチップ仕様が

必要とされる。一方で，今後発展が期待されてい
る検査・診断用DNAチップでは，ポストゲノム
解析並びに，「バイオと情報技術の融合」の代表
例であるバイオインフォマティックスやシステム
バイオロジー等の成果を元に候補遺伝子からの絞
込みを完了したごく少数（数十～数百程度）の遺
伝子を検査できる仕様が満たされれば良いと考え
られている。「検査対象遺伝子数」と「検体数」
との2つの切り口から，研究開発用及び診断・検
査用DNAチップの仕様と，活用分野との関係に
ついて図3に概要を示す。

　検査・診断用DNAチップでは，検査対象遺伝
子数が少なくなると予想されている一方で，検査
自体の迅速，簡便化が強く求められている。現在
のDNAチップ検査では，かなりの部分が手作業
であり，専門的なトレーニングを受けた人でなけ
れば検査作業を行うことができない。したがっ
て，DNAチップ検査・診断を町の小さな診療所・
病院を含め広く普及させるためには，情報技術を
含めた広範な技術を総動員して検査工程の自動化
による検査の迅速・簡便化を進める必要がある。
　また，従来行われてきた「個々の医師の経験に
基づく医療」への反省を元に，現在「科学的根拠
に基づく医療：EBM（Evidence-based Medici-
ne）」という考え方が，「テーラーメイド医療
（個人から得られた遺伝子情報：体質／体の状態
をベースに適切な医薬品や治療法を選ぶ形の医

　図3　DNAチップ仕様に関する概念図
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療）」に対する期待と相まって，医療分野全体に
広く浸透し始めている。遺伝的体質などDNA
チップで得られた検査結果を，病歴や治療歴など
個々の患者の臨床情報や，過去の臨床試験
DATA等と照らし合わせて総合的に吟味した上
で，「科学的データをもとに，患者にとって最も
有益で害の少ない治療方針を選択する」形の医療
が近い将来本格化されるであろう。したがって， 
情報技術に対しては，EBM実現のための情報シ
ステム作りや，治療方針選択を支援するような
ツールの提供等が期待される。
　DNAチップ等による遺伝子検査の目的は，疾
患の同定や病態をより詳細に調べる目的から，今
後は「より予防的な検査・診断」に移行すること
が予測され2），遺伝子検査による医療経済学的な
効果が直接見えにくいケースが増えてくる可能性
がある。本検査方法の普及には行政レベルあるい
は個人レベルでの検査によるコスト／ベネフィッ
トを分析できるようなシステムの構築により医療
コストや社会的なコストの最小化を進めること
も，情報技術が秘めた可能性を発揮でき得る分野
であると考えられる。

3　おわりに
　ここまでは，医療分野での例を中心に検査・診
断用DNAチップの活用への課題と情報技術への
期待についてまとめてきたが，検査・診断用
DNAチップの活用領域は医療分野に限らず，
DNAプローブの配列を変えることで幅広い分野
での検査項目に適応可能である。例えば，食品分
野であれば，食中毒菌やアレルギー物質の検査，
遺伝子組換え食品検査，更には食品トレーサビリ
ティーチェックなどへの活用が考えられる。ま
た，個人認証（個体識別），親子鑑定，育種，病
害診断やモニタリング，犯罪捜査……等々，日常
生活に密着した場での幅広い利用が期待されてい
る（図4）。ポストゲノム研究の進展から，医療
以外の分野でも経済形質等に関連する遺伝子情報
の理解や知見が飛躍的に増大している。そのよう

な状況のなか，「いつでも・だれでも・どこで
も・迅速・簡便に遺伝子情報を取得したい」とい
うニーズが各方面で急速に高まりを見せている。
検査・診断用DNAチップ活用のフィールドは今
後更に広がっていくと予測されるが，これに伴い
検査・診断の実施に関係する技術的・社会的課題
の種類も広がりを見せるものと考えられ，個別の
課題を解決するためのきわめて有効な技術要素と
して，情報技術に対する期待はますます高まりを
見せるであろう。バイオチップ実用化と，ライフ
サイエンス分野における情報技術の更なる活用に
より，新しい社会的価値が次々と創出されること
を期待したい。

医療分野

・疾患関連遺伝子（遺伝的リスクファクター）

・薬物反応性（薬物動態・標的分子）

・移植抗原の型判定

・感染症検査（同定，薬剤耐性） etc.

非医療分野

・ DNAマーカーを用いた育種選抜（量的形質など）

・遺伝子組換え食品検査

・親子鑑定

・ 個体識別（個人認証，トレーサビリティー，種苗管理）

・種同定（品種鑑定・アレルゲン検査）

・病害確定診断・モニタリング etc.

図4　DNAチップ活用領域
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