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ごあいさつ
弊社は1985年2月創業以来、“化学合成”技術にて医薬分野、電
子材料分野、化成品分野において研究、試作から製造にいたる
幅広いステージでお客様のご支援を仕事とし、受託企業として
お客様と共に成長してまいりました。ポストゲノム時代を迎え、
バイオテクノロジーなど新技術を駆使した医療が脚光を浴びる
時代に入り、遺伝子や免疫を利用した医薬品の臨床応用が期待
されています。

弊社はそれらの市場ニーズに照準を合わせ、2005年5月、KNC
バイオリサーチセンターを神戸ハイテクパーク（神戸市西区）に
開設し、バイオ分野へ進出いたしました。さらに、創薬化学に特化
した研究支援事業にも力を入れております。

KNCバイオリサーチセンターでは、今まで培ってきた高度な大
量分離精製技術も絡めて、ペプチド合成、核酸合成、組換え微生
物等を用いた有用物質生産やバイオコンバージョンなどのサー
ビスをもって、医薬品開発での創薬研究、前臨床試験、臨床試験
から原薬製造まで一貫したサポートを目指しております。

弊社バイオ事業の特徴は、卓越した化学合成技術とシナジー効果
が発揮でき、さらに品質管理の強みも生かせるところにあります。
お客様のご要望にお応えするために、社員と共に挑戦と地道な
努力を積み重ねたいと思います。今後とも、ご指導ご鞭撻の程宜
しくお願い申し上げます。

バイオテ クノロジーも神戸天然物化学のフィールドです
ロゴマークは、力強く成長する会社のイメージを幹で、様々な技術分野を5個の円で表現しました。

KNCバイオリサーチセンターでは、弊社で長年蓄積された化学合成技術を基盤として、高分子医
薬品を指向し、分離精製を中核にペプチド合成、核酸合成、糖合成、遺伝子組換え、培養、代謝物
調製、創薬化学研究支援などのサービスを提供してまいります。
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万全の秘密保持の下、神戸天然物化学
の蓄積された技術を活用いただき、研
究開発のスピードアップや生産コストの
削減にお役立てください。

「モノづくり」を通して、私たちは   技術と時間を提供します。

お問い
合わせ

秘密保持
契約

御見積書
提出 発 注 先行

テスト 本合成 品質検査 納 品

例 １）遺伝子組み換え微生物の構築
 ２）酵素、タンパク質などの分離精製条件の構築最適化
 ３）バイオ医薬品重要中間体、原薬の製造
 ４）KNCバイオリサーチセンターで製造された酵素を用い、
 　 他事業所（出雲など）での医薬品、化学品の合成

開発初期の研究のお手伝いから、少量テスト製造、
プロセス開発、GMP製造までシームレスにサポート
します。社内専門拠点・事業所との連携により、
トータルサポートします。

mg
か
ら
ton
ま
で

創薬研究、組換え微生物構築、プロセス開発から生産まで

連携による総合力でお客様のご満足を可能にするKNCネットワーク

東京営業所

本社 / 神戸研究所 / 神戸工場
    【基礎研究、ファインケミカル、 医薬関連】

岩岡工場
【ファインケミカル】

KNCバイオリサーチセンター / 本社営業部 
【バイオ技術、 創薬化学関連】

市川研究所 【医薬関連、機能性材料関連】

出雲第一工場 【医薬関連】

出雲第二工場 【精密有機合成関連】

KNCバイオリサーチセンター
B棟 【GMP対応培養設備】

膜濾過装置

GMP対応培養設備
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AGTTCAAGTACAAGTAATGACATCCAGGCAAAAATAATTAACGCCACATCCAAAGTCGTGCCAATGCATCTACAGATCAAGGCACTAAAAAACTTGAT
GAAGGTGAAGCGGAAGACCATTGGCACTTCCCGCCCTCAGGTGCACTTTGTTGAAACCGATTTGCCTGACGTCAATGATTTGGCGATAGAAGATA
TCGATACGAGTAACCCTTTTTTATACCGACAAGGTAAGGCGAATGCGTACTTTAAGCGGTTGCGTGATGAAGCGCCGGTGCACTACCAGAAGAAC

バイオ医薬品の製造技術（微生物培養、細胞培養、ペプチド合成、核酸合成等）、有機化学合成

技術の進歩は目覚しく、それに伴って分離精製技術も今まで以上に重要となっています。

弊社では「キーテクノロジーとしての“分離精製技術”は極めて重要」と考え、早い時点で独立し

た部門を設け、製造プロセスの中に組み入れる体制を構築。スケールアップ（グラムからキログ

ラム）への迅速対応を可能にしました。その手法は多岐にわたり、将来の工業化を見据えた手段

として「クロマトグラフィー」、「膜分離」を中心に、設備導入・技術開発を進めてまいりました。

求める先に、いつも新しい技術との出会いがあります

分離精製
長年の実績を誇る培養産物、天然物、合成化合物などの精製

様々な技術分野の礎となる技術です

Technology

連続クロマト（SMBなど）、LC/MS分取装置、大型分取装置を有し、
順相・逆相・イオン交換・疎水・アフィニティーなど様々な分離モードと
スケールに対応。さらに低温室でのタンパク質の精製も可能

クロマトグラフィー

ラボスケールから工業化スケールまで幅広い用途に応じた装置を有
し、各種の膜（RO、NF、UF、MF）及び形状（平膜、中空糸膜、スパイ
ラル膜）に対応

膜 分 離

非天然アミノ酸、固相法/液相法によるペプチド合成から各種
コンジュゲートまでをあらゆるステージで受託

生理活性ペプチド、酵素阻害剤・基質、核酸ペプチド、糖ペプチド、各
種修飾ペプチド・蛍光官能基修飾ペプチド、環状・ジスルフィド含有・チ
オエーテル結合含有ペプチド、非天然アミノ酸、各種アミノ酸誘導体、
フッ化水素による脱保護、安定同位体含有ペプチド (2H,13C,15N)、
抗原ペプチド（エピトープの選択が必要であればお気軽にご相談くだ
さい）、抗体作製用ペプチドコンジュゲート体、その他

受託合成・製造品目

固相、液相の最適方法を使って数mg～数kg～数ｔのご希望の各合成
スケールに対応。合成ルート開発からスケールアップ時の安全性評
価を含めたプロセス開発や組換え微生物を用いたペプチド合成にも
お応えします。 少量多種のペプチドが必要な場合もご相談ください。

製法・受託量

ご要望に応じて創薬支援の立場で種々のアミノ酸・ペプチドのご相談
に応じ、目的に適うデザイン、合成・製造法などを提案。

研究開発用試薬

原薬・原薬中間体・保護ペプチドやそれらの原料アミノ酸誘導体の製
造を出雲工場との連携によるGMP・治験薬GMP対応の受注として
開発段階に合わせてご相談いただけます。

医薬品開発・製造

ペプチド合成

医療、製剤（DDS）、環境保護用途のポリマーに関する研究は
ますます盛んです。これらのサンプル提供、製造開発支援に
お応えします。

化学合成、酵素反応、組換え微生物などを使い、生分解性バイオポリマー、高機能バイオポ
リマー、オリゴマーを合成します。これら合成ポリマーを各種分離手段を用いて高純度化
します。

バイオポリマー合成

天然物（動植物、発酵生産物）、化学合成品等の長年に亘る精製経験に基づき、各種手法や分離
装置（大型中圧カラム、分取用HPLC、向流分配クロマト、蒸留、膜分離、再結晶など）を組み合
わせ、mgから数十kgの分離精製やプロセス開発の実績があります。
 ・ 化学合成品の高純度化、光学分割、微量夾雑物の単離
 ・ 天然物（動植物由来）、生薬の有効成分の抽出分離精製および構造解析
 ・ 微生物等の培養液や菌体からの目的物の抽出分離精製
 ・ 血液、尿中の代謝物の抽出分離精製
 ・ ペプチド、蛋白質、酵素などの分離精製
 ・ 核酸、核酸医薬品などの分離精製とプロセス開発
 ・ 生物製剤(ペプチド、タンパク質、抗体医薬品)の分離精製とプロセス開発 

【 実績 】
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AGTTCAAGTACAAGTAATGACATCCAGGCAAAAATAATTAACGCCACATCCAAAGTCGTGCCAATGCATCTACAGATCAAGGCACTAAAAAACTTGAT
GAAGGTGAAGCGGAAGACCATTGGCACTTCCCGCCCTCAGGTGCACTTTGTTGAAACCGATTTGCCTGACGTCAATGATTTGGCGATAGAAGATAT
CGATACGAGTAACCCTTTTTTATACCGACAAGGTAAGGCGAATGCGTACTTTAAGCGGTTGCGTGATGAAGCGCCGGTGCACTACCAGAAGAACAG
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ジオキシゲナーゼによる変換例：

細菌由来P450による変換例：

ベクターに導入する遺伝子を変えることにより、
任意の段階における変換産物を得ることが可能
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アンチセンス、アプタマー、siRNAなどのオリゴヌクレオチドは、高分子医薬品として開発

が進んでいます。

弊社では、非天然型のモノマーアミダイトの合成から高分子のオリゴヌクレオチドまで長年

の研究研鑽で蓄積された有機合成技術や固相合成技術をベースにこの分野の発展をサ

ポートいたします。

モノマーアミダイトからオリゴヌクレオチドまで

非天然型の修飾アミダイトはもとより、その他ヌクレオチド体
等の中間体やリン酸化合物までを提供。

モノマー合成

オリゴ核酸合成 スケール
1mg～数十gの合成に対応。

オリゴヌクレオチド修飾
多くの修飾部位を有するオリゴ合成にも対応可能です。

作業環境
合成～精製～凍結乾燥まで一連の作業を管理された清浄な専
用室で実施することで、分解酵素等の混入リスクを回避。

治験薬GMP準拠
専用室とは別にクリーンルームを擁し、エンドトキシンフリー
の製品（数gスケール）を提供。運営組織も出雲工場での実績
をもとに、当センターで構築しております。

核酸合成

微生物や動物細胞を用いて、二次代謝産物、酵素や抗体などのタンパク質、バ

イオコンバージョンによる変換産物を製造するための発現系を構築いたします。

構築した発現系を用いた高密度培養、目的物の精製など、スケールアップ時の

条件検討やプロセス開発をサポートします。

弊社では、シトクロムP450やジオキシゲナーゼなどの酸化酵素、UDP－グル

クロン酸転移酵素などの糖転移酵素の発現系について技術開発を実施。 

P450については植物由来、ヒト由来および百数十種類の細菌由来の遺伝子を

保有し、各由来P450に対応する機能発現ベクターを構築しています。中でも

様々な細菌由来P450 (クラスⅠ)を汎用的に機能発現させることができるベク

ターは弊社独自のもの。このベクターは、クラスⅣの電子伝達タンパク質と様々

なクラスⅠのP450とを融合タンパク質として発現させることにより、P450の

機能を効率良く発揮させることができます。細菌由来P450の中には、ヒト由

来や植物由来P450と同じ変換を行うものがあり代謝物の調製に有用です。

創薬段階でのリード化合物の創製や医薬品代謝物の調製、工程短縮を目指し

たバイオプロセス開発、試作、製造など、あらゆるステージにおいて弊社の発

現系を用いたバイオコンバージョンがお客様の研究開発のニーズにお応えい

たします。

機能的な発現系をお客様に代わり構築遺伝子組換え

タンパク質、DNAに続く第3のバイオポリマーとして糖鎖が注目されています。糖鎖の合成技術は近年著しく進

歩し、グリコシル化の手法も多種多様になってきました。

弊社では単糖類の誘導体を始め、フッ化糖、チオ糖、カルバ糖など様々な有用な化合物の合成を実施すると共に、

Koenigs-Knorr反応やイミデート法などの反応もしくは酵素反応を利用したオリゴ糖の合成や糖の持つキラリ

ティーを利用した光学活性化合物の合成も手掛けています。

医薬品開発において重要なグルクロン酸抱合体の化学的手法による合成やセラミド、核酸誘導体合成について

も、糖化学領域において蓄積した技術力を基に、お客様の様々なニーズにお応えしてまいります。

単糖誘導体からオリゴ糖までを有機合成や酵素を用いて合成糖合成

Technology
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AGTTCAAGTACAAGTAATGACATCCAGGCAAAAATAATTAACGCCACA
TCCAAAGTCGTGCCAATGCATCTACAGATCAAGGCACTAAAAAACTTG
ATGAAGGTGAAGCGGAAGACCATTGGCACTTCCCGCCCTCAGGTGC

培養から精製までをシームレスにサポート GMP製造にも対応

バイオプロセスは、化学合成が困難な化合物を短い工程で得ることがで
き、環境負荷を低減することができるグリーンケミストリーの手法です。
弊社では培養のみならず、得意とする分離精製技術を駆使して目的とす
るタンパク質、二次代謝産物や生変換産物をmg～kgオーダーで提供。
お客様から培地や培養方法のご提示がない場合でも、弊社にて最適化を
行い、最大2000Lまでスケールアップすることができます。
培養から菌体除去までの作業エリアではP1, LS1レベルでの管理で遺伝
子組換え体を扱うことができ、GILSP対応も可能。培養後の培地や菌体
などは3000L殺菌タンクで処理後焼却し、環境への配慮も万全です。
さらには、GMP対応設備(5000L培養設備、精製設備）によるバイオ医
薬品重要中間体、原薬製造にも対応致します。

微生物培養

医薬品代謝物の安全性がより厳しく求められる中で、グルクロン酸抱合体（特にアシルグルクロナイド）、グルタチオン抱合体など反応

性の高い代謝物についての安全性評価や臨床試験での血中濃度測定の必要性が増しています。

創薬研究から臨床試験にいたる医薬品開発の様々なステージでのニーズに合わせて代謝物標準品を提供いたします。

弊社では有機合成技術を強みとする創薬化学研究支援事業部門を創設。創薬研究初期段階のリードジェネレーションから

リード最適化研究まで幅広い提案型創薬研究でお客様の創薬研究をご支援いたします。

弊社保有の創薬研究基盤技術【各種合成技術（精密有機合成、糖、ペプチド、核酸、コンビナトリアル合成）、初期薬物動態評
価、培養、分離精製、バイオコンバージョン技術等】と製造技術基盤【プロセス開発研究、治験薬・医薬品製造】を融合させるこ
とにより付加価値のある一貫した創薬支援をご提供いたします。
FTEベースの契約研究からリスクシェアの共同研究までお客様のご要望に応じたフレキシブルな契約形態で対応いたします。

UDP-グルクロン酸転移酵素（UGT）など第二相代謝酵素による各種代謝物を遺伝子組換え微生物
や動物組織を用いて数mg～数gスケールで調製。化学合成可能な場合は、長年研鑽してきた合成技
術にて各種代謝物をご提供いたします。
弊社ではヒトUGT遺伝子組換え微生物（酵母など）により、グルクロン酸抱合体を大量調製いたします。
また、動物組織由来のS9、ミクロソーム、サイトソルなど種々の酵素源を用いて、グルクロン酸抱合体
やグルタチオン抱合体などの大量調製も可能です。

各種代謝物標準品の合成

抗体やタンパク質などの生理活性物質を産生するCHO細胞、HEK293
細胞あるいは昆虫細胞などを培養。お客様に代わり弊社で発現系を構築
することもできます。フラスコレベルから25L(培地量)までの培養が可能
で、ディスポーザブルバック等を使用し、交差汚染の低減を図っています。
目的とする抗体やタンパク質の分離・精製(遠心分離、限外ろ過、クロマト
カラム等)を行い、溶液や凍結乾燥品として納品いたします。

細 胞 培 養

培　養
創薬化学研究支援

万全な秘密保持体制の下でお客様の創薬研究を支援

アシルグルクロナイドなど反応性代謝物の安全性評価に
ご利用いただける代謝物調製サービスの提供

代謝物調製

Technology

・ 放線菌、カビ、酵母の培養
・ 遺伝子組換え体(大腸菌・酵母など)の培養
・ pH/溶存酸素/温度等の検討、 流加よる高密度培養
・ 組換えタンパク質、二次代謝産物の生産
・ 微生物もしくは菌体破砕により得られた酵素を用いた物質変換(バイオ
コンバージョン)

・ 培養液から各種有機溶媒を用いた目的物の抽出、遠心分離/膜分離/
クロマトグラフィーによる精製

【実績】

・ Original Chemical Libraryのデザインと合成

・ 天然物誘導体のデザインと合成

・ 創薬化学研究

 　・ デザインから合成までのメディシナルケミストリーアプローチによるヒットバリデーション、リードジェネレーション、リー 

　 ドオプティマイゼーション

　 ・ 計算化学に基づくin Silico ScreeningならびにStructure Based Drug Design (SBDD)からの創薬化学展開

探　索

Target

Target
探索

創薬基盤技術
精密有機合成
醗酵 / 微生物変換
糖・ペプチド・核酸合成
コンビケム合成
分離・精製

ドラッグデザイン
メディシナルケミストリー
コンビナトリアルケミストリー
薬物動態評価
計算化学

製造基盤技術
プロセス開発
分離・精製
醗酵 / 微生物変換
分離精製

 
GMP
治験薬製造

GMP
原薬製造　

Hit
探索

Lead
Generation

Lead
Optimization

前臨床試験 臨床試験 承認申請 上市

Hit CandidateLead Clinical Candidate Product

創　薬 開　発 生　産

神戸天然物化学　創薬化学研究 & 創薬・製造基盤技術

創薬化学研究

15.031901arima→032401arima→

053333_knc_09_10


