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エグゼクティブサマリー 
 

最近、がん免疫療法分野では、ネオアンチゲンに基

づく免疫療法に関心が集まっています。腫瘍細胞表

面に見られるネオアンチゲン（患者特異的なペプチ

ド）を標的とする免疫療法です。高度に個別化した

ネオアンチゲン免疫療法では、患者が本来持ってい

る免疫の力によって腫瘍抗原を認識し、がん細胞を

破壊します。 

 
現在、ネオアンチゲン免疫療法の開発を阻んでいる

主な要因は、各患者のがん細胞で生じる膨大な数の

変異の中から、臨床的に意義のあるネオアンチゲン

が生じる可能性の最も高い変異を正確に予測する能

力です。 

本レポートでは、ネオアンチゲン予測市場を深く掘り

下げ、最も優れたin silico（コンピュータを用いた）

ネオアンチゲン予測プラットフォームを擁するデベロ

ッパーを特定するとともに、マシンラーニングによっ

て予測アルゴリズムがいかに向上するかを探ります。

入手可能な最良の知見と、キーオピニオンリーダー

（KOL）へのインタビューを通して得られた情報を基

に、3つの主要な評価指標（予測能、臨床試験の準備

状況およびシステムの強さ）を用いて予測プラットフ

ォームを比較し、デベロッパーを順位付けします。今

回の分析で1位の座に輝いた予測プラットフォーム

は、NEC OncoImmunity社のNEC Immune Profiler
で、Gritstone Oncology社のEDGEがこれに続きま

す。 

 
 
 

はじめに 
 

腫瘍細胞のDNAは、その大半が正常細胞のDNAと
同じであるにもかかわらず、詳細に調べると、腫瘍

細胞のDNAが明確に異なっている領域が見えてきま

す。これらの違いにより、腫瘍細胞表面に提示され

るネオアンチゲン、すなわち免疫系によって異物と

認識される免疫刺激ペプチドが生じます。 

免疫チェックポイント阻害薬が奏効した患者では、ネ

オアンチゲンに対するT細胞応答が見られるという発

見をきっかけに、ネオアンチゲンは免疫療法の有望な

標的として注目を集めるようになりました。ネオアン

チゲン免疫療法には、免疫チェックポイント阻害薬の

ベネフィットとともに、その副作用がないことが期待

されます。実際に、ネオアンチゲン免疫療法は、がん

治療における次のブレイクスルーとして頻繁に取り上

げられています。 
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ネオアンチゲンの同定 
 

通常、腫瘍には数百もの変異が見られますが、そ

の中で腫瘍細胞の表面に出現し、T細胞と相互作用

して免疫応答を誘導できるネオアンチゲンを生み

出す変異はほんの一握りです。そのため、ネオア

ンチゲンの同定は容易ではありません。正真正銘

のネオアンチゲンを同定することは困難な課題で

あり、デベロッパーはネオアンチゲン同定に向け

て独自のプラットフォームを構築するためにしの

ぎを削っています。 

 

 

 

ネオアンチゲンの同定には実にさまざまなアプローチ

がありますが、通常は、複数の主要ステップを通じて

実施されます（図1）。このプロセスは、ルーチンの

生検に始まり、次いで次世代シーケンシングにより、

各患者の腫瘍のプロファイル解析を行い、正常な細胞

にはないが腫瘍細胞に見られるDNA変異を正確に特定

します。続いて、これらの変異を含むペプチドが、処

理・提示され、臨床的な意義があるか否かを、in 
silicoまたはウェットラボ手法にて判定します。最終

ステップでは、ネオアンチゲンを含有する個別化され

たワクチンを製造して患者に投与し、T細胞応答を誘

導します1。 

 

 

図1：ネオアンチゲン同定のプロセス 
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in silicoアプローチとウェットラボアプローチ 
 

in silicoアプローチでは、一連のアルゴリズムを用

いてシークエンシングデータで同定された変異を

ふるいにかけ、ネオアンチゲンの産生につながる

可能性のある変異を予測します。アルゴリズム

は、この予測にあたり、過去に生成されたトレー

ニングデータを使用します。一方、ウェットラボ

アプローチでは、ラボ環境において、同定された

各変異に対応するものとして患者の腫瘍に由来す

るペプチドを合成し、試験を行ってネオアンチゲ

ン特性の有無を確認します。 

 

ウェットラボアプローチの支持者は、従来のin silico
ツールは、知識に基づく推測に過ぎないと主張します

が、現時点において、各患者に対して広範囲にわたる

検査作業を行うことは、コスト、リソースおよび時間

の点で、採算が取れるとは思えません。加えて、ウェ

ットラボアプローチでは、既存のT細胞応答を測定で

きるのみであり、臨床的に重要な応答を誘導すること

はできますが、これまで免疫系に見逃されてきた、膨

大な抗原を捕捉できない可能性があります。そのた

め、本レポートでは、ネオアンチゲンの同定に向けた

in silicoアプローチに焦点を合わせています。 

 

 
 

 
 

ネオアンチゲン予測に向けたin silicoアプローチの比較 
 

ネオアンチゲン予測分野には多数のプレーヤーがひ

しめいており、それぞれが固有の個性、強みおよび

弱みを備えた独自のプラットフォームを有していま

す。本分析では、主要プレーヤーにより開発された

プラットフォームを比較します。ネオアンチゲン予

測における研究の大部分は、公開されたデータベー

スの分析に基づく最良のプラットフォームを有する

と謳うバイオテクノロジー企業によって行われてい

ます。臨床試験結果はこれまで公表されていないた

め、これらのプレーヤーを評価するには別のアプロ

ーチが必要です。 

2016年、Parker Institute for Cancer 
ImmunotherapyとCancer Research Instituteは、

Tumor Neoantigen Selection Alliance（TESLA）
を設立しました。国際的なバイオインフォマティ

クスコンソーシアムであるTESLAには、学会、非

営利団体および産業界から、主要なネオアンチゲ

ン研究グループの科学者が参加しています。

TESLAの予測プラットフォームの強さを評価する

ため、研究者が提案したネオアンチゲンをTESLA
がラボ試験により評価し、各参加者がフィードバ

ックを受け取り、情報を利用して今後の予測向上 

 
「患者さんを目の前にした時、ウェットラボアプローチを実施せずに、迅速にワクチンを構築する方法

を知っておく必要があります。腫瘍を取り出し、ペプチドを同定する時間はありません。腫瘍浸潤リン

パ球を分離し、その特異性を検討する時間もありません。ですから、シークエンシング結果に基づくin 

silicoアプローチに頼る必要があるのです。」 

KOL（EU） 



© Informa UK Ltd 2020 (Unauthorized photocopying prohibited.) May 2020 / 5 

 

 

を図ります。本分析結果は発表待ちの状態です

が、企業が本分析への参加に同意する唯一の方法

は社名を伏せることです。この発表により、優れ

たプラットフォームの特徴がより明確化されるこ

とになりますが、デベロッパーの順位が明らかに

なることはないでしょう2。 

 
本レポートでは、予測プラットフォームを比較す

る3つの主要な評価指標、すなわち予測能、臨床試

験の準備状況ならびにシステムの強さを用いてデ

ベロッパーを順位付けします。ネオアンチゲン予

測のためにin silicoアプローチの開発を進めてお

り、臨床段階にある開発品を有するすべての企

業、さらにはTESLAコンソーシアム参画企業およ

び多数の主要学術機関を評価対象としました。十 

分な情報が公開されている企業や機関について、入

手可能な最良の知見と、キーオピニオンリーダーへ

の一連のインタビューを通して得られた情報に基づ

き、プロファイリングと順位付けを行いました。 

 
同分析により得られた主要な知見を図2に示しま

す。同図から、バイオテクノロジー企業は、サービ

スプロバイダーや学術機関よりも高度なネオアンチ

ゲン予測プラットフォームを有していること、なら

びにNEC OncoImmunity社のNEC Immune Profilerが
最先端のネオアンチゲン予測プラットフォームであ

ること、また次点はGritstone Oncology社のEDGEで
あることがわかります3–22。 
 

 

図2：in silicoネオアンチゲン予測プラットフォームのランキング 
 
 

 
 

 
*Neon Therapeutics社は、先頃BioNTech社により買収されましたが、そのシステムはまだ統合されていないた
め、別の事業体として扱っています。 
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予測能 
 

今回の分析で使用する最初の主要評価指標は予測

能です。臨床的に有意義な免疫原性ネオアンチゲ

ンを生み出す変異の割合は、わずか1～2％と推定

されます。そのため、ネオアンチゲン発見におけ

る重要な問題は、どの変異が変異タンパクとなる

かということです。変異タンパクは、プロテアソ 

ームによってより短いペプチドへと処理され、主要組

織適合遺伝子複合体（MHC）分子に搭載され、細胞

表面に提示され、T細胞と相互作用し、免疫応答を誘

発できるようになります1（図3）。 

 

 

図3：ネオアンチゲン形成の重要ステップ 
 

 
 
従来の予測方法では、抗原処理経路の特定のステッ

プをモデル化するのみであるため、ヒット率は低く

なります。治療上有意義なネオアンチゲンを同定す

る可能性を高めるためには、可能な限り多くのステ 

 
ップをモデル化することが肝要です。そのため、本分

析では、ネオアンチゲン形成の異なるステップをどの

程度モデル化しているかに基づき、予測プラットフォ

ームの順位付けを行っています。 

 

 

 
「この分野における最大の課題と制限要因は、おそらく、私たちが重要と考える、免疫系のごくわず

かな部分についてモデルのトレーニングを実施していることだと思います。つまり、実際には、他の

すべてのステップについて、予測モデルのトレーニングを行っていないのです。」 
US KOL 
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ネオアンチゲン候補の同定 
ネオアンチゲン候補のリストを作成するためには、

まずバリアントコーラーを用いて腫瘍細胞中の変異

を同定する必要があるため、同定方法の向上に向け

て多大な取り組みがなされています。いくつものデ

ベロッパーが、変異同定の可能性を高めるために、

複数のバリアントコーラーを用いています。その一

歩先を行くのはNEON Therapeutics社とNEC 
OncoImmunity社です。両社は、マシンラーニングを

使ってバリアントコーラー間の連携を図り、組み合

わせを行っています3,4。 

 
ペプチド処理の予測 
変異の存在とその発現が確認されると、プラットフ

ォームによりネオアンチゲン候補リストが作成さ

れ、MHC結合前に内部処理が成功する確率が検討さ

れます。内部処理は予測に向けた重要ステップであ

り、現在では、プロテアソームの特異性を捉え、異

なるプロテアーゼの標的となる切断部位を予測する

ための、公開で利用可能なツールが複数あります。

とはいえ、KOLはこのようなアプローチにあまりイ

ンパクトを感じておらず、これらツールの向上に向

けてさらなる取り組みが必要です。Gritstone 
Oncology社やNEC OncoImmunity社をはじめとする

企業は、これらのアルゴリズムの改良に注力してお

り、今後、予測プラットフォームの全般的な正確性

向上につながることが期待されます5-8。 

 
MHC結合の予測 
従来、プラットフォームでは、MHC分子へのネオア

ンチゲン候補の結合を予測することに焦点が当てら

れており、本領域では、アルゴリズム開発と参照デ

ータセットの改良が盛んに進められています。しか

しながら、このステップに過度に依存し、他のステ

ップを軽視することは、誤検出の可能性を高めると

の理解が広がりつつあります。そのため、現在で

は、同ステップの重要性を認めつつ、研究者は抗原 

処理経路におけるさらなるステップのモデル化に、ま

すます関心を向けるようになっています。 

 
MHCクラス1および2提示の予測 
T細胞は、がん細胞の発見と殺滅、さらには免疫応答

の調整にも関与しています。T細胞は、細胞表面での

CD4またはCD8糖タンパク質の発現に基づき、CD4+ 
T細胞およびCD8+ T細胞というサブセットに分類され

ます。T細胞は、T細胞受容体（TCR）を利用して、

腫瘍細胞表面にMHCが提示するネオアンチゲンを認

識します。MHC分子には、CD4+ T細胞とCD8+ T細
胞をそれぞれ活性化するクラス1とクラス2がありま

す。発現されるクラス1およびクラス2のMHC分子の

組み合わせには個人差があります。 

 
大半の研究では、CD8+ T細胞のネオアンチゲン反応

性に焦点が当てられてきました。その理由は、この細

胞は腫瘍細胞を直接殺滅する能力を有することと、ま

た多くの腫瘍ではMHCクラス2分子が発現されていな

いことです。現在のところ、どのような機序でネオア

ンチゲン特異的なCD4+ T細胞が腫瘍制御に関与する

かは明確ではありませんが、CD4+ T細胞の活性は腫

瘍の変異に対する反応によっても誘導されることが明

らかです。 

 
in silico予測プラットフォームでは、当初MHC-1バイ

ンダーに重点が置かれ、MHC-2バインダーの予測ア

ルゴリズムは遅れをとりました。しかし、クラス2の
重要性に関する理解が高まったことで、多数のデベロ

ッパー（BioNTech社、EpiVax社、Gritstone Oncology
社、NEC Oncolmmunity社、Neon Therapeutics社お

よびPersonalis社）は現在、それぞれのプラットフォ

ームに、MHC-2結合をモデル化するアルゴリズムを

組み込んでいます4,6,9-11。 
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細胞表面提示の予測 
この予測における重要なステップは、ペプチド－

MHC複合体が腫瘍細胞表面に提示されているか否

かであり、研究では、同ステップに関する予測モ

デルのトレーニングにデータを提供するために、

質量分析法（MS）がますます注目を集めていま

す。腫瘍または腫瘍株に由来する表面結合ペプチ

ド－MHC複合体は、免疫沈降により精製するこ

と、またMSを用いて同定することができます。

Gritstone Oncology社とNEC OncoImmunity社は、

大規模スケールでこのアプローチを使用していま

す6。 

 
Gritstone Oncology社のEDGEプラットフォームで

は、このアプローチを用いて、多様な人種に属す

る患者に由来する300超の切除組織標本（肺、結

腸、卵巣および胃がん）の分析が行われました。

各腫瘍標本から、数千に上るペプチド－MHC複合 

 
 
体が得られ、総データセット数は今や100万を超える

MHC提示ペプチドに達しています。in vivoで特定され

たペプチド－MHC複合体から溶出したペプチドを直

接分析することによって、予測モデルは提示されたペ

プチド固有の特性を捉えることができるとともに、こ

のような広範囲に及ぶデータセットを予測モデルのト

レーニングに使用することも可能です5。 

 
NEC OncoImmunity社も同様のアプローチを採用して

います。NEC Immune Profilerは、膨大な量のMS、結

合親和性およびその他のデータでトレーニングを行っ

た統合型マシンラーニングアルゴリズムにより、腫瘍

細胞表面に提示されるMHC結合ペプチドを予測しま

す。 

 

 

 

 
「発表された研究によると、ネオアンチゲンワクチン接種を受けると、たとえ同ワクチンが当初はCD8+ 

T細胞を標的として開発されたとしても、CD4+ T細胞応答が構築されるようですから、CD4+ T細胞が重

要と思われます。」 

KOL（米国） 

 
「患者におけるMHCへのペプチド結合の可能性を予測するツールは非常にロバストです。わからない

のは、それらのペプチドが実際に提示されるか否かです。 

KOL（オーストラリア） 

 
「私は、クラス2またはクラス1エピトープのいずれかのみでワクチンを作れと言われれば、クラス

2を選ぶと思います。抗腫瘍免疫でクラス2とされるCD4+ T細胞の重要性がますます認知されるよう

になっていますが、望ましいワクチンは、もちろんクラス1およびクラス2双方の抗原を含有するワ

クチンでしょう。」 

KOL（EU） 
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MHC分子は、多型性の高いHLA遺伝子座の遺伝子に

よってエンコードされ、その結果生じるMHC分子は

さまざまなペプチド結合特性を持っています。これ

は主に、MHC結合溝内でのアンカー位置のばらつき

によるものです。このような多型性のため、プラッ

トフォームが、患者のどのMHCサブタイプによって

各ペプチドが提示される可能性が高いかをモデル化

できるよう、個々の患者のHLA遺伝子の配列を解析

しなければなりません。 

 
HLA専用ツールは、多くの場合、最も一般的な対立

遺伝子を評価するのみです。MSアプローチを使用す

るもう一つのベネフィットは、このアプローチは

HLAに依存しないという点です。汎MHC抗体はどの

ようなMHC分子も破壊できるため、このアプローチ

によって研究者は多岐にわたるHLA対立遺伝子を調

べることができます。 

さらに、HLA対立遺伝子は互いに由来し合うことか

ら、関係が非常に密接であり、関連するHLA対立遺伝

子を調べれば、結合特異性に共通点が見られます。そ

のため、HLAをサブタイプに分類し、汎特異的な方法

を用いて、MHCサブタイプへの結合について、実験

的に測定されたペプチド結合値が得られなくても予測

することができます。 

 
NEC OncoImmunity社やGritstone Oncology社などの

企業は、汎HLAアプローチを用いているため、一般的

なHLA対立遺伝子サブタイプに限られることはありま

せん。これにより、予測アルゴリズムの正確性が向上

すると同時に、これらのアプローチは多様な人種の患

者に適したものとなるでしょう6。 

 

 

 
 
 
 

免疫原性の予測 
主要な課題は、どのネオアンチゲンが、TCRに結

合してT細胞性免疫応答を誘導する能力を有する

かを予測することです。これは、ネオアンチゲン 

 
のスクリーニングにおける制限要因となる主要なステ

ップと考えられるようになっていますが、現在、TCR
結合と活性化という重要ステップはほとんど見過ごさ

れています。 
 

 
 

 

 
「各HLA対立遺伝子について溶出と予測を行い、アルゴリズムを精緻化しなければならなかったなら、

それはとてつもない作業になったと思います。それらをどうにかしてサブタイプにまとめることができ

れば、そしてできる時もあるでしょうが、それは非常に大きなアドバンテージです。」 

KOL（EU） 

 
「最大のアンメットニーズは、ネオアンチゲンが特定のMHCに結合する能力だけでなく、特定のペプ

チド－MHC複合体が特定の患者において免疫反応を誘導できる可能性、また患者が特定のエピトープ

を認識するための適切なT細胞受容体を持っている可能性を評価することだと思います。」 

KOL（米国） 
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BGI社、OpenVaxやpVACtoolsなどによって開発され

た幾つかの予測プラットフォームでは、今でもこの

ステップが完全になおざりにされていますが、暫定

的に検討が開始されたプラットフォームもありま

す。この領域における研究は、感染症分野で得られ

た専門知識を基盤としており、一つのアプローチと

して、既知の抗原と自己に対するネオアンチゲン候

補の類似性評価があります。たとえば、EpiVax社の

Ancerシステムの主要な特性としてJanusMatrixツー

ルがあります。このツールは、自己エピトープ、お

よび高度に保存されていて、免疫系によって認識さ

れる可能性の低いあらゆるエピトープ、ならびに個

人の免疫歴全体にわたってT細胞と交差反応する可能

性のある、ヒト共生細菌または病原菌由来の配列を

有する高度に保存されたエピトープを順位付けしま

す。 

 
しかしながら、免疫寛容機構を勘案したとしても、

十分に提示されたすべてのペプチドの免疫原性が強

いわけではありません。これは、ペプチドの処理と

提示とは無関係の、T細胞認識に影響を及ぼすペプチ

ド特性の存在を示唆します。この領域の研究はまだ

初期段階ながら、非アンカー残基、ペプチドサイ

ズ、およびアミノ酸組成（芳香族残基）における違

いが免疫原性と関連付けられています。さらに、生 

 
化学分析により評価されるペプチド－HLA安定性も、

免疫原性および非免疫原性ペプチドを区別するパラメ

ータとして提案されています。ただし、このツールの

予測能については、今も意見が分かれています。 

 
Agenus社、Medgenome社、Neon Therapeutics社な

らびにNEC OncoImmunity社が開発を進めているより

高度なプラットフォームは、アルゴリズムに免疫原性

データを統合する能力を備えています。ただし、その

ようなアルゴリズムの品質は、利用可能なデータセッ

トの規模に依存する程度が大きく、MHC結合を記述

するデータセットとは異なり、ネオアンチゲンの免疫

原性を記述するデータセットは、未だにかなり小規模

です4,12,13。 

 
免疫原性を評価するためのロバストなデータベース構

築に向けた鍵となるのは、免疫原性ネオアンチゲンに

至る変異だけでなく、そうしたネオアンチゲンには至

らない重要な変異を同定する膨大な量のデータへのア

クセスですが、後者に関する重要なデータは多くの場

合公開されません。進化していくプラットフォームの

主な差別化要因は、ネオアンチゲン候補の免疫原性を

どの程度捉え、モデル化できるかということになるで

しょう。

 

 

 
「最大の課題の一つは、ペプチド、MHC、TCRの認識をすべて予測しようとする試みです。もしコンピ

ュータでこの課題をモデル化できるなら、それは本当に有用となるでしょうが、現時点ではまったく不

可能です。」 

KOL（米国） 

 
「われわれに欠けているのは、腫瘍拒絶をもたらすことが示されているネオアンチゲン、そして腫瘍

拒絶をもたらさないことが示されているネオアンチゲンを明らかにする、真に優れたデータベースで

す。」 

KOL（米国） 
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全般的に、本分析の対象であるすべてのデベロッパ

ーは、抗原処理経路のステップをできるかぎり多く

モデル化することの重要性を率直に認めています。

そして一部のデベロッパーは、より高度な段階に到

達しています。とりわけNEC OncoImmunity社、 

 
Neon Therapeutics社、Gritstone Oncology社および 
Personalis社がリードしており、BGI社やSeven 
Bridges Genomics社などの一部のサービスプロバイ

ダーや学術機関は後れを取っています。 
 

 
 

システムの強さ 
 

本分析における2番目の主要評価指標は、システム

の強さです。この評価指標では、デベロッパーがど

の程度、独自のデータベースとツール、とりわけネ

オアンチゲン予測モデルのトレーニングを目的とし

たマシンラーニング（ML）ツールを構築している

かを考慮に入れます。 

 
専有データ 

予測モデルの正確性を高めるには、より大量のトレ

ーニングデータ、とりわけペプチド提示および免疫

原性のモデル化データが必要です。本分析が対象と

しているバイオテクノロジー企業の大半は、公開さ

れているデータセットに加え、追加ならびに補足的

データセットにアクセスできる、あるいはそうした

データセットの構築を進めているという点で、学術 

機関やサービスプロバイダーよりも優位に立っていま

す。 

 
たとえば、Achilles Therapeutics社のPELEUSプラッ

トフォームのトレーニングには、肺がんにおける腫瘍

の進化を探る史上最大規模の縦断研究である

TRACERxへの独占的な商用アクセスが用いられてい

ます14。これは、この種のバイオインフォマティクス

データセットでは世界最高の規模と品質を誇っていま

す。その規模は、公表されている同種のデータセット

の3倍以上です。さらに、Gritstone Oncology社や

NEC OncoImmunity社などの企業は、腫瘍細胞表面ま

たは腫瘍細胞株からペプチド－MHC複合体を直接溶

出することで得られたMSデータの大規模な社内デー

タセット構築を進めています6。 

 
 

 

 
「検討したが有効ではなかったさまざまなネオエピトープのデータは、必ずしも発表されるわけでも、

すべて寄託されるわけでもありません。しかし、正確な予測を行うためにはこの情報が必要です。」 

KOL（米国） 

 
「企業のパワーとは、最終的に企業が、非常に有用な情報で構成される巨大なデータベース

を手にするようになるということです。」 

KOL（オーストラリア） 
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専有ツール 

予測アルゴリズムのトレーニングに使用する、公的

に利用可能なツールよりも高度な専有ツールにアク

セスできることも、デベロッパーの強みです。人工

知能の一種であり、システムによるデータ学習を可

能にするMLは、ネオアンチゲン予測においてますま

す重要な役割を担うようになっています。MLアルゴ

リズムは、他のいかなる方法でも検出できない自然

パターンを発見します。ネオアンチゲン予測では膨

大な量のデータを解析する必要があることから、同

分野におけるMLの使用はますます拡大するでしょ

う。 

 
複数の企業が、抗原処理経路における特定のステッ

プを予測するために、独自のMLツールを開発しまし

た。たとえば、BGI社は、ペプチド－MHC結合を対

象とする特許アルゴリズムPSSMHCpanを開発しま

した15,16。とはいえ、独自のMLアプローチを大規模 

 
 
に開発した企業はごく少数です。一例としてNEC 
OncoImmunity社があります。同社のパワフルなプラ

ットフォーム（NEC Immune Profiler）は、今までに

ないマシンラーニングアプローチを用いて、抗原処理

経路のすべてのステップをモデル化できます8。 

 
本分析から、Agenus社、Gritstone Oncology社、NEC 
Oncolmmunity社およびNeon Therapeutics社が、大規

模データセットへのアクセス、専有ツールならびにマ

シンラーニングアプローチに基づく最強のシステムを

備えたプラットフォームを有していると思われます。 

 

 
 

 
 
 

 

 
前回のネオアンチゲンサミットで、TESLAを運営するParker Instituteによる講演があったのですが、

その内容にはっとしました。Parker Instituteはさまざまな企業と連携して、これらのアルゴリズムの構

築に取り組んだそうですが、いずれも十分とは言えませんでした。つまり、本当に予測アルゴリズム

の向上を図るには、誰もがウェットラボに戻り、得られた情報を使う必要があるということです。」 

KOL（EU） 

 
「ネオアンチゲン予測では、マシンラーニングが担う役割がどんどん大きくなると思います。」 

KOL（米国） 

 
「企業は膨大な量のデータを扱っていることから、さまざまなステップにおけるマシンラーニング使

用が拡大していると思います。」 

KOL（EU） 
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臨床試験の準備状況 
 

本分析における3番目の主要評価指標は、臨床試験の

準備状況です。この指標は、現在の臨床的進展のみ

ならず、予測技術における、またこれらの技術の開

発を進める企業におけるビジネス上の強みと弱みを

網羅します。 

 
臨床的進展 

最近、ネオアンチゲンワクチンプラットフォームを

用いた早期臨床試験数が急速に伸びています。有効

性転帰は発表されていないため、開発の進捗状況を

成功の指標として用いることにします。BGI社、

Medgenome社、Personalis社およびSeven Bridges 
Genomics社などのプレーヤーは、サービスプロバイ

ダーとして活動しており、ネオアンチゲンに基づく 

薬剤の開発を社内またはパートナーシップを通しては

行っていません。一方、バイオテクノロジー企業であ

るAchilles Therapeutics社、Agenus社、BioNTech
社、Gritstone Oncology社、NEC OncoImmunity社な

らびにNeon Therapeutics社はいずれも、ネオアンチ

ゲンに基づく個別化がん免疫療法ワクチンの早期臨床

開発へと進んでいます。実際に、BioNTech社は、複

数のワクチンの臨床開発に着手しています。臨床試験

を実施していることだけで成功が保証されるわけでは

ないものの、これはデベロッパーが正しい方向に向か

っている兆候であり、重要な臨床試験によって、予測

アルゴリズムの精緻化に使用できるデータが生み出さ

れるでしょう。 
 

 
 

 
 
 

ビジネス上の焦点 

ネオアンチゲン免疫療法が採算の合う事業となるた

めには、ネオアンチゲンの選定に要する時間を最短

にし、選定プロセスを可能な限り自動化することが

極めて重要となるでしょう。本分析の対象であるす

べてのプラットフォームはin silicoアプローチを用

いていますが、ネオアンチゲンの予測および選定プ

ロセスの完了に要する時間はさまざまであり、自動

化の程度にも差があります。 

 
 

たとえば、Medgenome社のアプローチは、最終的な

in vitroバリデーションステップを組み込んでいます。

一方、BioNTech社は、腫瘍委員会を開催し、最終ペ

プチドを選定しています11,13。ビジネスの観点から遅

れは望ましくなく、また専門家委員会は主観的バイア

スを持ち込みます。そのため、最終的には、検証また

は妥当性確認を要しないほど優れたアルゴリズムを開

発することが望まれるでしょう。 

 

 
「臨床データが手に入るようになれば、それは範囲を絞り込み、何が有効かを示す上でとて

も有用であるだけでなく、手に入れた情報は、何が良好なエチトープを構成するかを解明す

るのに役立つでしょう。」 

US KOL（米国） 
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ネオアンチゲン免疫療法は新興分野であるため、

同分野で活動する大半の企業は、最近学界から誕

生した企業です。そのため、商品の開発どころ

か、臨床試験の実施実績は限られています。一部

のデベロッパーが、情報や専門知識の格差によっ

て足踏みする可能性もあります。BioNTech社と

Gritstone Oncology社は、それぞれGenentech社
（Roche）、Merck & Co.社という大手製薬企業と

提携することで、このような懸念を払拭しようと

しています。 

 
ビジネスの観点から、NEC Oncolmmunity社は最

も強い立場にあります。NEC Oncolmmunity社に

は、ITシステム、データ処理、そしてデータセキ 

ュリティにおける豊富な経験があります。加えて、

NEC Immune Profilerは、品質、安全性、環境保護に

関する基準に適合していることを示すCEマークを取

得しています8。 

 
本分析において、NEC OncoImmunity社、BioNTech
社およびGritstone Oncology社が、臨床試験に向けた

準備が最も整ったプラットフォームを有していること

は明らかであり、これら企業の予測システムが無駄に

なることはないでしょう。 

 

 

 

結論 
 

多数の関連分野にわたる急速な進展を受けて、私た

ちはがん免疫療法の新たな時代へと足を踏み入れよ

うとしています。患者特異的なネオアンチゲンを搭

載した高度なワクチンは、強力かつ正確に標的を絞

り込んだ抗腫瘍免疫応答を引き起こすことになるで

しょう。 

しかしながら、ネオアンチゲンの予測と優先順位付け

は、コンピュータによる多数のステップを伴う複雑な

プロセスであり、各ステップには個別化された調節可

能なパラメータが必要です。有益な臨床転帰を可能に

するためには、これらのステップを明確に理解するこ

とが極めて重要となるでしょう。 

 

 
「最大の課題の一つは、ターンアラウンドタイムだと思います。患者が治療を受けるまでの

待機期間が長いのです。」 

KOL（米国） 
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