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平成 25年 6 月 24 日

名 大 井農二轡

所属・資格 法学部・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

メディア秩序の変革期におけるジャーナリズムのパラダイム転換に関する研究

2 研究組織

氏 名

0研究代表者名

大井員二

0研究分担者

伊 藤 英一

小川浩一

山本賢二

仲川秀樹

兼 高 聖雄

福田 充

小林義寛

佐 幸 信介

宮脇 健

所属部科校・資格 役割分担

法学部/教授 研究総括、調査設計、文献研究、聞き取り調査

法学部/教授

法学部/教授

法学部/教授

文理学部/教授

芸術学部/教授

法学部/教授

法学部/教授

法学部/准教授

法学部/助手

調査設計、聞き取り調査

調査設計、文献研究

調査設計、文献研究

文献研究、データ分析、聞き取り調査

調査設計、データ分析、文献研究

調査設計、聞き取り調査、文献研究

調査設計、データ分析、聞き取り調査

調査設計、文献研究、データ分析

調査設計、文献研究、データ分析、聴き取り調査

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

公募委託研究 (H.23年)

大井員二(研究代表) I東日本大震災とマスメディアの役割J公益財団法人新開通信調査会、採択

科研費補助金 (H.23年)

宮脇 健 「リスクにおける政策過程の研究一新型インフルエンザを事例として一J(挑戦的萌芽研究)、採

択

科研費補助金 (H.24年)

大井異二(研究代表) Iメディア秩序の変革期におけるパブリック・コミュニケーションのパラダイム転換研

究J(基盤研究 B) 不採択

※ r6 研究結果」について，ホームページ等での公開@・否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，理白書を添付して下さい。
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4 研究目的

メディアによって作り出されたり、媒介されたりする現実(media-reality)が、現代社会ほどわれわれの生

活を大きく規定している時代はない。われわれが生の営みを続ける限り、リアルな現実はわれわれにとって

重要な意味をもっ。しかし、他方でわれわれの現実生活の有り様を批判的に振り返ってみれば、われわれが

生活の対象としているのは、リアルな現実ばかりではなく、むしろ圧倒的にメディアに媒介される現実であ

る事実に気づかされる。

今、そのメディアが、ラデイカルな変革期のただ中にある。既存のメディア秩序が大きく揺らいでいる。

こうした変革の只中にあって、問い掛けをするならば、

(1)ジャーナリズムは今、どのような状況におかれているか。

(2)何に悩み、何を問題とし、何に解決策を求めているか。

(3)公共的問題への関心の低下、公共的生活からの撤退を喧伝される市民は、メディアに、ジャーナリズムに、

ジャーナリストに何を思い、期待しているか。何を問題と見なし、どのような評価を下しているか。

(4)伝統的な社会制度でもあるジャーナリズムは、既成の社会制度一般に対する不信の一部でもあるのか。

(5)ジャーナリズムは制度疲労を起こしているのだろうか。単に不祥事として片付けられる問題は、構造的レ

ベノレに起因するのではないだろうか、といった問題が提起される。

本研究は、これらの極めて重要な問題を、専門は異なるが広義のメディア研究に従事する研究者によって、

(1)理論的な究明だけでなく、

(2)ジャーナリストの集中的な面接調査

(3)大規模なジャーナリストの数量的な実態調査

(4)メディアの言説及び内容の分析、

などを通して総合的に考究することを目的としている。

5 研究概要

研究代表者と若干の研究分担者は、以上のような問題の状況を明らかにするため、 2007年にニュースの生産

に関わる制度をジャーナリズム、人びとをジャーナリストと広義に定義して、 5000人を超える新聞記者、編

集者、報道番組制作者などのジャーナリストを対象に、大規模な質問票調査(以下 i2007年版日大調査J)

を行った。調査のキーワードは「持続と変化」である。以下のように、質問項目は多岐にわたった。

①ジャーナリズムの役割概念と遂行度、②ジャーナリストのイメージ、③フ。ロフェッショナリズム

④ジャーナリズム環境変化の認知、⑤オンライン・ジャーナリズム評価、⑥ジャーナリズム活動の問題点認知

⑦客観報道の規範性、③オーディエンス評価、⑨ジャーナリストの政治的傾向、⑮ニュースソースとの関係

しかし、日本では、ジャーナリズム、ジャーナリストを対象にした数量的な調査それ自体が極めて乏しい

状況にある。本研究は先の日大調査後の「持続と変化」を大きく発展させるものであるが、それ以前の先行

研究は「新聞記者アンケートJ(日本新聞協会研究所、 1994年)、「民放テレビ報道担当者調査」日本民間放送

連盟、 1996年)を数えるのみであり、極めて不十分な状況にある。また、そうした大規模調査に、インテン

シブな面接調査、新聞・放送の言説・内容分析を加味した研究は、皆無に等しい。

既存の研究は、対象とするメディアを新聞や放送などに限定し、さらに研究対象は狭く、特定の問題に考

究を絞る部分的、限定的研究が大勢を占める現状にある。その意味で、本研究は、日本のジャーナリズム研

究、メディア研究の既存の状況を大きく改善する意義をもっている。

こうした状況を受けて、本年度は 80以上の世界の固と地域が参加する国際的な比較ジャーナリズム調査プ

ロジェクトである Worldsof Journalism Study (http://worldsof.iournalism. or只)に参加することとし、

上記の問題意識と具体的な研究作業を拡張し、 i2013年版日本のジャーナリスト調査」を実施し、世界のジャ

ーナリズム文化の国際比較を行うこととした。

具体的には共通の質問票を使うことによって、世界におけるジャーナリズム文化の多様性を浮き彫りにす

ることができる国際比較のフレームをもっている。さらに 2007年に実施した「日大調査」から 5年を経過L

たことを踏まえて、この激動の 5年間に日本のジャーナリズムは、どのような変化を遂げたのかを明らかに

することを調査目的に加え、広範な調査研究を実施した。 本調査は、以下 i2013年版日本のジャーナリス

ト調査J(2013年版日大調査)と称することとした。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。) ホームページ等での公開可

本調査研究は、上記研究目的に列挙した目的をもち、概要に記載のとおり、今年度は i2013年版日本のジ

ャーナリスト調査J(2013年版日大調査)を実施した。なお本調査研究は現在進行中であり、以下は現時点

(2013年 6月 24日)での、調査の趣旨、対象、時期、事項、方法、回収数、及び結果などについての報告で

ある。

1.調査の趣旨

本調査は、現在日本のジャーナリズムの現状を定点観測することを目的としている。

この調査は、 2007年に日本大学にて実施された i2007年版日大調査」の継続調査であり、この激動の 5年

間に日本のジャーナリズ、ムの何が変わったか、変わらなかったのか、いわば「変化と持続」を明らかにしよ

うとする調査である。

本 調査はまた、 2012-14 年 に 実 施 される iWorlds of Journalism Study Jプロジェクト

(http://worldsofjournalism.org)の一部でもあり、本プロジェクトに「日本チームJとして参加した。この

研究プロジェクトは、世界の多様なジャーナリズム文化の現状を明らかにしようとする、国際的な比較調査

研究であり、現在 80の国・地域が参加を表明している。共通の質問票を使って各国・地域で行われる調査

の結果はデータプールとして共有され、データの共同利用は、比較ジャーナリズム研究に大いなる資源を提

供することになる。

2.調査対象

日本新聞協会加盟の新聞社・通信社、日本民開放送連盟加盟の放送局に在籍し、日本在住の報道関係者。

報道関係者とは取材報道に携わっている編集報道部門(論説委員を含む)を指す。ただし、取材編集におい

て担当されている部門(内容)は問わない

標本抽出法:対象となる新聞社・放送局(ラジオ・テレビ)は悉皆。

全 217社(新聞社:8 5社、通信社:2社、放送局:1 3 0社)。

会社規模により層化し、段階的に票数を割り当てた。具体的な対象会社と配票数の内訳は紙幅のため省略

する。個人抽出については、当該部署在籍者の性別・年齢・担当部門において、幅広い属性の方への配布を

依頼した。

3.調査時期

201 3年 1月・ 2月

4.調査事項

ジャーナリズムの現状評価

ジャーナリズムの変化状況

取材・報道活動における影響要因

取材・報道活動におけるアプローチへの態度

新メディアに対する評価

自らのジャーナリズム活動に対する評価

フェイス項目(基本属性、所属先・担当内容など)

5.調査方法

無記名による自記入式の郵送調査法

対象者本人を特定できるサンプリング名簿が入手不可能で、あるため、会社単位での発送を行い、職域配布後

各個人からの返送とし、う手続きで実施した。

[調査依頼から実施の手続き]

① 「日本新聞年鑑 2013J i日本民開放送年鑑 2013Jを使用し、対象社名簿を作成した。

② 各社の代表番号等に電話をかけ、調査の趣旨説明と対象部署への説明書面郵送許可を依頼した。その際

に対象部署名と宛先名を確認した。

③ 郵送許可がとれた部署に対し、調査趣意書(調査主体者朱印入り)と関連資料、調査票見本を郵送した。
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研究結果(つづき)

④ 書面送付後、再度担当部署に電話をかけ、調査協力と調査票郵送許可を依頼した。

⑤調査票郵送許可が取れた部署に対して、返信用封筒に調査票が入った状態の調査票セットを、複数まとめ

て一括で郵送した。

⑤ 発送先部署において、調査対象者個人に調査票が配布された。

⑦対象者が調査票に記入後、個別で、返送を行った。

6.調査回収数 747票(発送 2200票、回収率 33.9%)

7.調査結果(一部)

調査事項は多岐にわたるので、以下フェイスの構成、若干の質問に関する回答などについて報告する。な

お単純集計の結果に若干の分析を加えた報告をもとに、本年 10月 25日(金)にシンポジウムを開催する予

定である。

フェイス (カッコ内の数字は被験者の実数)

① 性 別 男 性 79.7%(595) 女性 17.4%(130)

②年代 20代 10.0%(75)、30代 31.1%(232)、40代 33.6%(251)、50代 18.5%(138)、60代以上1.1% (8) 

③最終学歴 高卒 0.9%(7)、短大・専門学校卒 0.9%(7)、大卒 88.4%(660)、大学院卒 6.0%(45)

④専門教育の有無

ジャーナリズムに関する専門教育を受けたことがある 14.9%(111) 

ジャーナリズムに関する専門教育を受けたことがない 81.5%(609) 

⑤現在の所属企業・団体

新聞社 51.1%(382)、TV局 46.7%(349)、通信社 2.1%(16) 

⑥兼務している仕事の有無 あり 13.9%(104) なし 78.4%(586) 

⑦本職以外の有給活動 あり 1.4%(19) なし 93.8%(701)

③税込年収

400万未満

400万以上"-'600万未満

600万以上"-'800万未満

800万以上"-'1000万未満

1000万以上"-'1500万未満

1500万以上

7.4%(55) 

17.0%(127) 

18.5%(138) 

16.7%(125) 

16.9%(126) 

6.4%(48) 

⑨勤続年数

"-'5年 11.2%(84)、6"-' 10年 15.8%(118)、11"-' 15年 16.1%(120)、16"-'20年 15.3%(114)

21"-'25年 18.1%(135)、 26"-'30年 9.9%(74)、 31年以上 6.2%(46) 

⑮ 自主的参加の有無

ジャーナリズムに関する団体・活動に参加している 3.6%(27) 

ジャーナリズムに関する団体・活動に参加していない 91.0%(680) 

主要な質問項目に関する回答 (カッコ内は回答被験者の実数)

① 間 1 ジャーナリズムの機能果たしている程度

a. 議員・公務員・企業経営者等の活動の監視

注

果たしている 15.7%(117)、ある程度果たしている 67.5%(504)、あまり果たしていない 14.9%(111) 

果たしていない 1.6%(12) 

b.国家政策に関する論点の提供

果たしている 17.4%(130)、ある程度果たしている 59.6%(445)、あまり果たしていない 20.1%(150) 

果たしていない 2.5%(19) 

必要に応じて，このページをご使用ください。



研究結果(つづ、き)

c. 社会問題に対する自らの主張

果たしている 12.開 (94)、ある程度果たしている 51.同(385)、あまり果たしていない 32.胡 (242)

果たしていない 3.2%(24) 

d. 興味をひくニュースの重点的な報道

果たしている 40.6%(303) ある程度果たしている 49.鍬 (373) あまり果たしてない 8.0九(60)

果たしていなし、 o.倒 (6)

e.知的・文化的関心をひく記事の提供

果たしている 16.1%(120) ある程度果たしている 56.9%(425) あまり果たしていない 24.1%(180) 

果たしていない 2.3%(17) 

王政府発表の真実性の調査

果たしている 4.0%(30) ある程度果たしている 31.5%(235) あまり果たしていない 53.3%(398) 

果たしていない 10.3%(77) 

g.未確認情報を掲載しない

果たしている 30.5%(228) ある程度果たしている 47.1%(352) あまり果たしていない 18.3%(137) 

果たしていなし、 3.5%(26) 

h.情報を読者に早く伝える

果たしている 44.7%(334) ある程度果たしている 47.3%(353) あまり果たしていなし、 6.4%(48)

果たしていない 1.2%(9) 

1.娯楽と休息の提供

果たしている 17.7%(132) ある程度果たしている 52.2%(390) あまり果たしていない 26.5%(198)

果たしていない 2.9%(22) 

J.複雑な問題に対する分析と解説

果たしている 9.2%(69) ある程度果たしている 52.9%(395) あまり果たしていいない 34.3%(256)

果たしていない 3.2%(24) 

k.社会的弱者の救済

果たしている 5.0%(37) ある程度果たしている 46.2%(345) あまり果していない 41.4%(309)

果たしていない 7.0%(52)

② 問4 ジャーナリズムの変化増減度

a. 編集上の決定をするジャーナリストの自由

非常に増加した 1.3%(10) 多少増加した 13.0%(97) かわらない 56.0%(418) 

多少減少した 25.2%(188) 非常に減少した 2.8%(21) 

b. ジャーナリストの平均労働時間

非常に増加した 23.3%(174) 多少増加した 34.0%(254) かわらない 30.8%(230) 

多少減少した 10.2%(76) 非常に減少した 0.5%(4) 

c. 記事の調査に利用できる時間

非常に増加した 0.8%(6) 多少増加した 7.8%(58) かわらない 32.0%(239) 

多少減少した 43.1%(322) 非常に減少した 14.9%(111) 

d. ジャーナリストの読者・視聴者との交流

非常に増加した 4.1%(31) 多少増加した 33.6%(251) かわらない 44.6%(333) 

多少増加した 15.1%(113) 非常に増加した 1.3%(10) 

e. 専門技術的スキルの重要性

非常に増加した 22.8%(170) 多少増加した 39.6%(296) かわらない 26.0%(194) 

多少減少した 8.8%(66) 非常に減少した 1. 7%(13) 

f. サーチ・エンジンの利用

非常に増加した 48.1%(359) 多少増加した 36.4%(272) かわらない 13.1%(98) 

多少減少した 0.7%(5) 非常に減少した 0.3%(2) 



研究結果(つづ、き)

g.大学の学位をもっ重要性

非常に増加した 0.8%(6) 多少増加した 6.0%(45) かわらない 71.6%(535) 

多少減少した 13.7%(102) 非常に減少した 6.7%(50) 

h.ジャーナリズムや関連分野の学位をもっ重要性

非常に増加した 1.2%(9) 多少増加した 8.3%(62) かわらない 69.1%(516) 

多少減少した 13.0%(97) 非常に減少した 7.2%(54) 

1.ジャーナリズムの信頼性

非常に増加した 5.4%(40) 多少増加した 9.5%(71) かわらない 28.0%(209) 

多少減少した 44.7%(334) 非常に減少した 11.2%(84) 

J.読者・視聴者のニュース製作への参加

非常に増加した 5.8%(43) 多少増加した 47.8%(357) かわらない 39.0%(291) 

多少減少した 5.2%(39) 非常に増加した 0.5%(4) 

k.読者・視聴者のフィードパック

非常に増加した 7.5%(56) 多少増加した 48.3%(361) かわらない 38.3%(286) 

多少減少した 4.0%(30) 非常に減少した 0.3%(2) 

1.センセーショナノレなニュースへの圧力

非常に増加した 7.1%(53) 多少増加した 27.0%(202) かわらない 57.0%(426) 

多少減少した 6.6%(49) 非常に減少した 0.8%(6) 

ill.社会にとってのジャーナリズムの現実的意義

非常に増加した 5.5%(41) 多少減少した 21.8%(163) かわらない 45.2%(338) 

多少減少した 23.2%(173) 非常に減少した 2.4%(18) 

③ 問9 I非常に重要な情報の入手や報道」に関する行為について

a. 秘密の情報を得るために金を支払う

常に正当化される 0.8%(6) 場合によっては正当化される 47.0%(351) 

いかなる場合でも正当化されない 51.4%(384) 

b. 秘密の情報を政府や企業の許可なしに記事にする

常に正当化される 22.1%(165) 場合によっては正当化される 68.8%(514) 

いかなる場合でも正当化されない 8.2%(61) 

C. 記事にしないことを約束しその約束を守らない

常に正当化される 0.8%(6) 場合によっては正当化される 31.7%(237) 

いかなる場合でも正当化されない 66.7%(498) 

d. 記事を得るために消極的な情報提供者に圧力をかける

常に正当化される 1.3%(10) 場合によっては正当化される 38.6%(288) 

いかなる場合でも正当化されない 58.5%(437) 

e. 手紙や写真のような私的な文書でも許可なく使用する

常に正当化される 0.1%(1)場合によっては正当化される 38.2%(285) 

いかなる場合でも正当化されない 60.6%(453) 

主 他の誰かを装って取材する

常に正当化される 0.3%(2) 場合によっては正当化される 22.5%(168) 

いかなる場合でも正当化されない 76.6%(572) 

g. 隠しカメラ・隠しマイクを使う

常に正当化される 0.9%(竹 場合によっては正当化される 9.5%(519) 

いかなる場合でも正当化されない 28.8%(215) 

h. 内部情報を得るために企業に職をえる

常に正当化される 1.1 %(8) 場合によっては正当化される 38.3%(286) 

いかなる場合でも正当化されない 59.2%(442) 



研究結果(つづき)

1. 俳優を使ってニュースを再現したりドラマ化したりする

常に正当化される 16.1%(120) 場合によっては正当化される 70.3%(525) 

いかなる場合で正当化されない 12.0%(90) 

J.情報源から金を受け取る

常に正当化される 0%(0)場合によっては正当化される 4.6%(34) 

し、かなる場合でも正当化されない 94.8%(708) 

k. 情報源からの引用を改変したりねつ造する

常に正当化される 0.1%(1) 場合によっては正当化される 2.7%(20) 

し、かなる場合でも正当化されない 96.7%(722) 

1. 写真を改変する

常に正当化される 0.1%(1) 場合によっては正当化される 8.7%(65) 

し、かなる場合でも正当化されない 90.4%(675) 

なお単純集計の結果に若干の分析を加えた報告をもとに、本年 10月 25日(金)にシンポジウムを開催す

る予定である。また、上記のシンポジウム及び本調査研究の成果の一部は、日本大学法学部新聞学研究所紀

要『ジャーナリズム&メディア』第 7号 (2014年 3月発刊予定)の特集企画として掲載する予定である。
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平成 24年震 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

氏 名 斎藤稔

平成 25年 5月 6日

ぷマも

手
日本大学学長 殿

所農・資格 文理学部物理生命システム科学科・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

匂いセンサを用いた匂いセンシングシステム・ロボットの開発

2 研究車部哉

氏名

O研究代表者名

斎藤稔

所属部科校・資格 役割分担

文理学部物理生命システム科学|匂いセンサの開発、生物嘆覚系の生理実験、研究の統

科・教授 |括

0研究分組者

関根好文

内木場文男

理工学部電子培報工学科・教授 |嘆党系ニューラルネットワークのハードウェアモデ

ノレの構築

理工学部精密機械工学科・教授 |句いセンシングシステム搭載マイクロロボットの開

発

理工学部電子情報工学科・教授 |句いセンサの開発、唆覚系ニューラルネットワークの

ハードウェアモデルの構築

理工学部物理学科・劫教 |生物嘆党系の生理実験

佐伯勝敏

小松崎良将

替藤健 理工学部精密機械工学科・助教 |嘆党系ニューラルネットワークのハードウェアモデ

ルの構築、匂いセンシンク、、システム搭載マイクロロボ

ットの開発

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

斎藤 稔:JST. A幽STEPr佳境・健康分野への応用を巨指した匂いセンサの開発J(H24~H25) 、

平成 24年申請、採択

科研費・基盤研究 (C) r医療・健歳分野への応用を目指した伺いセンシングシステムの開発j

(H25~H27) 、平成 24 年申請、不採択

佐伯勝敏:双葉電子記念財団・自然科学研究「脳型情報処理システムのための連想記憶モデルの構築J(H24)、

平成 24年申請、不採択

科研費・基盤研究 (C)r柔軟でロバストな高集積デバイスの開発J(百25~H27) 、

平成 24年申請、採択

内木場文男:科研費・基猿研究 (C) rニューラノレネットワーク IC搭載無索化 MEMSマイクロロボットの

開発J(H25~H27) 、平成 24 年申請、採択

小松崎良将:科研費・若手研究 (B) r海馬シナプスに対する急t生ストレス作用の IIIVIVO研究J、

平成 24年申請、不採択

※ r6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開⑪否) いずれかをO咽んでください。

否の場合!ま，理由撃を添付して下さい。
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|部科校名:文理学部 |氏名:斎藤稔 | 

4 研究目的

様々な匂いを検出する句いセンサには多くの用途が期待される。例えば、食品・飲料や化粧品などの工業

分野では工程管理・製品開発・検査などに、環境計測分野では大気汚染・悪臭の計測やピノレ・住宅の空調管

理などに、医療・健康分野では口臭・体臭テストなどに応用可能である。また、防災関連でガス爆発や火災

の早期検知に使われる可能性もある。さらに、犯罪捜査・危険物検知の分野での応用も期待できる。例えば、

信いセンサを用いた麻薬臭の検出装置が開発されれば、空港などで麻薬の不法持込みの阻止に役立つ。また、

火薬の't;Jいを検知することにより爆発物検知装置が開発されれば、空港や発電所などの重要施設におけるセ

キュリティー向上につながる。

これまで、いろいろなアプローチからこのような匂いセンサの開発が試みられてきた。これまで開発され

てきたものでは、その感応膜として主に脂質が用いられてきた。これは、生物の嘆覚系では匂い物質が嘆細

胞の細胞膜の脂質二層膜部分で受容されると考えられているからである。しかしながら、脂質は生体物質で

あるため、これを感応膜に用いた旬いセンサには耐熱性・耐光性・耐候性・耐薬品性などに問題があり、実

用化された例はほとんど無い。そこで本研究では、人工的な有機材料であるフタロシアニンやトリエタノー

ルアミンを感応膜とした匂いセンサを開発することを目的とした。特にフタロシアニンは電子写真感光体、

光電変換素子、非鰻形光学素子などとしてエレクトロニクス分野や光エレクトロニクス分野で広く実用化さ

れているように、その安定性・信頼性について保証されており、また極めて安価な材料であるので、匂いセ

ンサの実用化に非常に適した材料ある。

本研究では同時に、実験動物、特に軟体動物の嘆覚系の生理実験を行い、匂い情報がどのように脳の神経

細胞の活動パターンによって処理されるかを解明することを試みた。そして、それに基づいて嘆覚系ニュー

ラノレネットワークのハードウェアモデルを構築し、上記の匂いセンサと組み合わせ、高感度・高性能な匂い

センシングシステムを構築することを試みた。本研究の匂いセンサは数 m m角であり、また嘆覚系ハードウ

ェアモデルは IC化が可能であるため、それらを組み合わせた匂いセンシングシステムも極めて小型化が可

能である。そこで本研究では、それを搭載したマイクロロボットを開発することも目的とした。

5 研究概要

本研究ではまず、本匂いセンサの爆発物検知装置への応用を検討した。それは、本匂いセンサが火薬から

発生する匂い物質や窒素酸化物 (NOx)に極めて高感度に応答することを見出したからである。近年、地下

鉄サリン事件に代表される公共交通機関に対するテロ、航空機を標的にした爆破テロに対する対策が急務と

なっている。爆発物検知に関しては、現在、 X線を用いて物体の形状を判別する方法が主に用いられている

が、空気中から爆薬成分の蒸気を検出し、化学分析から爆薬の有無や種類を判別する方法を併用することに

より、高精度に爆発物を検知する方法が広まりつつある。このような方法を普及させため、本研究では、速

い検知スどードと高い検出感度、空気中に含まれる種々の化学物質から爆発物由来の成分を判別する高い識

別能力を有する句いセンサを実現することを試みた。

本研究では同時に、実験動物、特に軟体動物の嘆覚系の生理実験を行い、句い情報がどのように脳の神経

細胞の活動パターンによって処理されるかを解明することを試みた。そして、それに基づいて嘆覚系ニュー

ラノレネットワークのハードウェアモデルを構築することを試みた。ハードウェアモデルとしてはパルス形ハ

ードウェアニューロンモデノレを用いた。これは田路構成が槌めて簡単な構成 (MOSFET:4個，コンデンサ:

2偲)であるため IC化も容易なモデノレである。このような嘆覚系ハードウェアモデルを用いて、センサから

の出力を生物の嘆覚系と同様にアトラクタとして把えることを試み、その変化から匂いを高精度に識別する

ことができるかを検討した。以上の句いセンサおよび嘆覚系ハードウェアモデノレを組み合わせることにより、

将来的には高感度・高性能な匂いセンシングシステムの実現を目指す。特に爆発物検知装置として実用化さ

れることが期待されるが、このような匂いセンシングシステムの技術が確立すれば、環境計測、震療・健康、

犯罪捜査など他の分野べの応用展開も可能である。

本研究の匂いセンサは数 mm角であり、また嘆覚系ハードウェアモデルは IC化が可能であるため、それ

らを組み合わせた匂いセンシングシステムも極めて小型化が可能である。そこで本研究では、それを搭載し

たマイクロロボットの開発することも検討した。将来的にはこの技術を応用して地雷探知ロボットの開発を

目指す。戦乱地域の地雷原に残された地雷の撤去作業は、世界的な大問題になっている。本研究で開発した

匂いセンシングシステムを搭載した地雷探知ロボットが実用化されれば、大きな社会的インパクトをもっ。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

本研究は平成 23年度より継続して行われたものである。

上記の通り、匂いセンサには様々な分野で多くの用途が期待されるが、本研究ではまず爆発物検知装置へ

の応用を検討した。本句いセンサの素子構成は、櫛形電揮上あるいは水晶振動子や 8AW (8urface Acoustic 

Wave)デバイス上に感応膜を成膜し、句い物質が吸着した際に生じる感応膜の電気特性変化や重量変化を測

定するものである。いずれも小型で量産可能な素子である。感応膜の成膜は真空蒸着により行うが、基板温

度・成膜速度・膜厚等の成膜条件を詳細に制御する装置を構築した。そして、フタロシアニンとトリエタノ

ールアミンを感応膜とした場合の本句いセンサの爆発物検知装置への応用の可能性を検討した。爆薬から蒸

気として発生するトリニトロトノレエン (TNT)(一般的な火薬)やヘキソーゲン (RDX)・ペンスリット (PETN)

(プラスティック爆弾の主成分)に対して本句いセンサが十分な感度を有するかは確認できなかったが、成

膜条件を最適化することにより、櫛形電極上にフタロシアニン感応膜を成膜したタイプで、問じく爆薬から

発生する NOxに対して極めて高感度に (ppb以下のオーダーから)応答することが確認された。この結果よ

り、以後、感応膜としては主にフタロシアニンを用いることとした。新規な検出方法としては 8AWデバイ

スの挿入損失変化を測定する方法を考案した。8AWデバイスとして共振周波数 320.09[MHz]、Q値1.24x104

のものを用い、測定器制御ソフト LabVIEWにより測定器の分解能を活かしたことで 10・5[d訟の分解能で挿

入損失の変化量を測定することが可能になった。これにより NOxに対する高感度化が実現できた。以上の結

果より本句いセンサの爆発物検知装置への応用の可能性が確認された。 8PR(8urfaωPlasmon Resonance) 

など他の素子構成や感応膜の光学的特性変化を測定するような他の検出方式により、 NOxに対するさらなる

高感度化、 TNTや RDX.PETNを測定対象にできるかの検討も行ったが、実験には主らなかった。

また、 LabVIEWを用いて本匂いセンサの匂い応答特性の測定を自動に行う郡定系を構築し、各種卸い物

質に対する応答特性を系統的に謂べた。その結果、本匂いセンサがトリメチルアミンに高感度に (ppbオー

ダーから)応答することを見出した。トリメチルアミンは VOC(工場等で発生する悪臭やシックハウス症候

群を引き起こす原因とされている揮発性有機化合物 (VolatileOrganic Compound) )の 1つであり、塗料添

加物、界面活性弗jや樹脂硬化剤など幅広い分野に応用されている。大気汚染防止法により有機大気汚染物質

に指定され、環境省により環境保全のための要調査項目に指定されている。また、悪臭の原因物質でもある

ことから、環境中からの除去法、検知法の確立が求められている。その臭気関値は 0.48ppmであり、 5'"10 

ppmで軽度のめまい症状が見られ、 10'"15 ppmでめまい症状は明確に現れて眼・鼻・喉に刺激を感じ、 15

ppm以上では視覚障害や頭痛が見られる。一般に VOCは長期的な摂取による人体への悪影響が問題視され

ており、これを検出できる匂いセンサを開発することは重要である。また、ニ酸化硫黄 (802)に対しでも

高感度に (ppbオーダーから)応答することを見出した。 802は自然発生的には火山などから、人為的には

化石燃料の燃焼により発生し、せき、時息、、気管支炎などの障害を引き起こす。濃度が 0.1'"1 ppmで卸い

を感じ、 5'"10 ppmでせきや疲が発生し、 20ppmでは自に刺激を感じ、せきがひどくなる症状が現れる。

一方、低濃度である 0.2ppmの濃度でも長時間吸い続けることで気管支に障害が発生するため、これを検出

できる匂いセンサを開発することもやはり重要である。さらに、病気の擢患者から発生する匂い物質、例え

ばがん患者の呼気に含まれる揮発性有機化合物(アルカン、芳香族化合物など)、糖尿病患者の呼気に含まれ

るアセトンに応答することも見出した。肝機能・腎機能障害患者の呼気に含まれるアミン系物質(アンモニ

ア、 トリメチルアミンなど)にもよ記の通り応答する。このことから、本匂いセンサを医療・健藤分野にj志

用できる可能性も高いことが分かつた。

次に、以上のような様々な匂い物質を検出する汎用的な旬いセンシング装置のプロトタイプを作製した。

匂いセンサの素子構成としては樺形電極上にフタロシアニン感応膜を成膜したタイプとし、電極間隔を従来

の50μmから 10μmに変更した。これにより素子の電気抵抗が 108"，109 Qから 106"， 107 Qに減少し、電気

特性変化を測定する回路の設計が容易になり 10cmX 10 cmX 5 cm程度の装置を試作した。今後は、これに

開放空間からの空気の採取部や目的成分の選択的透過膜を組み込むことにより高性能・高感度化を試みる(爆

発物検知装置の実用化には、排ガス中の NOx分析用として NOx採取装置が既に実用化されており、これを

利用することも考えられる)。今後はまた、様々な匂い物質を識別する方法を考案することも必要である。
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研究結果(つづ、き)

例えば、匂い物質に対する応答性の異なるいくつかのセンサを開発し、それらの応答性の違いから匂い物質

を識別することが考えられる。本研究では、フタロシアニンとトリエタノーノレアミンを感応膜とした場合に

それらのセンサが匂い物質に対して異なった応答を示し、またフタロシアニンの中心金属を変えることによ

り匂い物質に対する応答特性が変化することを見出したが、さらに他の感応膜材料の探索も行う必要がある。

また、生物の嘆覚機構を模倣した匂い識別方法も考え得る。本研究では、実験動物、特に軟体動物の嘆覚

系の生理実験を行い、匂い情報がどのように脳の神経細胞の活動パターンによって処理されるかを調べた。

まず、軟体動物の嘆覚系における多数の神経活動を同時測定する膜電位イメージング法の実験系を構築した。

そして、これを用いて実験動物ナメクジの嘆覚中枢神経節の構造・機能を調べた。その結果、ナメクジの嘆

覚中枢神経節では匂い刺激前には神経活動がその先端部から基部に向かつて伝播しているのに対し、触角へ

の匂い刺激後には(特に忌避性の匂い物質に対して)神経節全体の多数の神経細胞が同調して活動すること

を見出した。また、このときの神経活動に対して非線形解析 (Wavelet解析)を行ったところ、広い周波数

帯に分布していたエネルギーが、匂い刺激後にはいくつかの周波数帯に集中しエントロビーが減少している

ことが分かり、匂い情報が獲得されていることが示された。これらの結果から、ナメクジの嘆覚系では神経

活動パターン(これはアトラクタとして定式化される)を用いて様々な匂いの識別を行っていることが示唆

された。以上の結果に基づき、ナメクジの嘆覚系ニューラノレネットワークのハードウェアモデ、ノレを構築する

ことを試み、ナメクジの嘆覚系と向様な神経活動パターンおよびそれに対応したアトラクタが生成可能であ

ることをシミュレーションにより明らかにした。そして、 VDEC(VLSI Design Education Center)におい

て1.2μmのデザインルールを用いた CMOS・ICチップ設計を行い、 2.3mm角の ICチップ上に嘆覚系ニ

ューラルネットワークの基本構成要素を実装した。

今回試作した ICチッフ。は細胞体モデ、ノレおよび抑制性シナフ。スモデノレで構成し、 4つの細胞体モデ、ルを抑制

性シナフ。スモデ、ノレで、全結合したモデルである。細胞体モデ、ノレはパルス波形を出力する発振器で、あり、抑制性

シナフ。スモデ、/レは細胞体モデ、ルの発振を抑制する機能を持つ。抑制性シナフ。スモデ、/レで、全結合した4つの細

胞体モデルは、電源投入時にはランダムに発振しているが徐々に抑制し合い、最終的に4相同期となる。細

胞体モデ、ノレの発振順番は外部トリガパルスの入力により自由に変更可能で、ある。そこで今後は、このような

嘆覚系ハードウェアモデルに上記の匂いセンサからの出力を入力し、その情報を生物の嘆覚系と同様にアト

ラクタとして把えることを試み、その変化から匂いを高精度に識別する匂いセンシングシステムを検討する。

このような匂いセンシングシステムの技術が確立すれば、工業分野、環境計測分野、医療・健康分野、防災

関連分野、犯罪捜査・危険物検知分野など広い分野への応用展開が可能である。

本研究では、嘆覚系ハードウェアモデ、ノレを搭載したマイクロロボットの開発も行った。マイクロロボット

はMEMS技術を用いてシリコンウエハを加工して作製した。従来の 4.0x 4.0 x 3.5 mmサイズから 4.0X2.7

X2.5 mmサイズへのダウンサイジングに成功した。従来のロボットはデ、ジタノレ制御による動作制御を行っ

ていたが、上記の試作した ICチップは生物の脳と同様に神経細胞が出力するパノレス波形を基に、ロボットの

動作制御および駆動が可能である。 4つの細胞体モデノレの出力を、アクチュエータである人工筋肉ワイヤ(形

状記憶合金の一種)に入力することで加熱させ、六足歩行動作を生成する。また、外部刺激による前進・後

進歩行のコントローノレが可能であるので、上記の匂いセンシングシステムによる歩行動作の制御が可能で、あ

る。将来的にはナメクジ嘆覚系の生理実験から得た知見をもとに、嘆覚系ニューラノレネットワークの学習機

能等の特徴を反映した生物型マイクロロボットを開発する。匂いの検知とともに生物がどのような行動をと

るかの知見は、ロボットが模する行動とその実現のための機構設計の大きな指針となる。また、この技術を

応用して地雷探知ロボットの開発を目指す。戦乱地域の地雷原に残された地雷の撤去作業は、世界的な大問

題になっている。現在、地雷を探知する方法としては地中探査レーダーや金属探知機が用いられているが、

それらは選択性に欠け、地雷以外の物体に反応してしまうという問題があり、化学センサを用いた方法が検

討されている。本研究で開発した匂いセンシングシステムを搭載した地雷探知ロボットが実用化されれば、

大きな社会的インパクトをもっ。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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所属・資格 経済学部・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

国民移転勘定 (NTA) に基づく少子化・高齢化研究…日本を中心として

2 研究組織

氏 名

O研究代表者名

小川直宏

0研究分相者

小春泰之

富里尚三

青木千賀子

所属部科校・資格 役割分組

経済学部・教授 本研究を総括する

経済学部・教授

経清学部・准教授

国際関係学部・教授

国民所得勘定と NTAのリンクに関する研究

NTAにおける年金を中心とする公的移転の研究

NTA研究におけるジェンダー導入とアジアの家

族変遷

世代内・世代間の私的移較に関する研究

毘療に寵する公的・私的移転分析

清水浩司自

大井田隆

文理学部・教授

匿学部・教授

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状洗

日25 特別推進研究 (H25"-'H29)申請，不採択

H25 基盤研究 (S) (H25"-'H29) 申請，応募中

※句 研究結果Jについて，ホームページ黙の公弱石忌) いずれかをO咽んでください。

否の場合は，漣白蓄を添付して下さい。



[実績報告書総合7-2] 

部科校名:経済学部 氏名:小)11産宏

4 研究目的

本研究では、人口高齢化が現象の進行とともに著しく様変わりする世代関の経済的な助け合い(世代間移

転)のパターンが政府及び家族レベルでどのように変化してきているかを最近のわが国について研究し、そ

の成果を基にシミュレーション分析を実施し、政策提言を行うことを主な目的としている。

本研究で使われる理論的なフレームワークは国民移転勘定 (NTA)システムと呼ばれるものである。従来行

われてきた高齢化問題の分析アプローチでは、公的年金制度などの公的移転に関する研究はマクロデータを

駆使して行われ、親子聞の経済支援の問題や老親の在宅介護負担などの家族レベルの私的移転の問題につい

てはミクロデータを中心に分析が行われてきた。しかし NTAではこれらの分析のギャップを理め、公的・私

的2つの移転問題に関する分析を統計的にミクロとマクロ同時に、しかも経済学的にもこれらの聞の整合性

を保ちながら分析する画期的な手法となっている。

しかも NTAではすべての公的・私的移転に関する変数に年齢が組み込まれているので、年齢構造の変化に

よる世代間移転のパターンの変化を分析することが可能となる。それにより、例えば子ども世代の教育費用

のため親世代が家計から学校や塾などにいくら支払っているか(私的移転)と親世代が毎年支払う租税を通

して国公立・私学の教育機関に公的補助金などの形でいくら支払っているか(公的移転)など各年齢におけ

る子どもの教育費が私的・公的移転でそれぞれ年間いくらであるかを実数値で示すことができる。これらの

数値を時系列的に分析することにより、「教育費が少子化の理由であるのかJという間いに対して実証的に裏

付けられた答えを出すことができる。

本研究の先行研究として、日本大学人口研究所が 2006年4月'""2011年3月まで文部科学省からの高度化推

進事業の一環として、 1984'""2004年までの世代開移転の分析を行ってきており、今回 2009年の分析が完成す

ると 1984'""2009年の 25年間にわたる人口高齢化と政府及び家族レベルでの世代間移転の関係が様々な視点

から克明に示されることになる。

初年度の研究を通して、幾つかの新しい共陪研究の萌芽も生まれてきている。園内では本研究メンバーが、

2011年 9月より独立行政法人経済産業研究所と一橋大学が共同で実施している『くらしと健療の調査

(JSTAR)~ の研究メンバーとして参加しており、 NTA 指標と JSTAR から得られる各種データとの融合及び応用

分析の可能性を模索し始めている。国際的には本研究メンバーが中心となって、国連、アジア開発銀行、世

界銀行などの国捺機関と共同で NTAをベースにした研究プロジェクトが既に開始され、一層進展させる方向

で今後の可能性を模索している。

5 研究概要

本研究では、既に計算されている 1984'""2004年の NTAシステムに 2009年を追加してシミュレーション分

析などを実施し、政策提言を行う。

研究期間は 2年間で、第 1年度は新たに利用可能となった 2009年『全国消費実態調査』などを用いて 2009
年の NTAを推計する。その捺、わが国のこれまでの推計についても改良を加えたり、子ども手当などの新し

い指標を追加したり、後期高齢者医療保険や年金制度改正など 2004年以降に登場した制度のモデリングを行

う。また、わが障では現在 1993年の国連の SNA(System of National Accounts)をベースに計算しているが、

2008年 SNAの改正が迫っているため、それに対応するシステムへの変更も加味して過去の推計を改定する必

要がある。さらに、本研究チームではメンバーそれぞれの専門分野(マクロ経済、医療、年金、家族、労働、

ジェンダーなど)の視点から、改良できる点や新たに追加する点を浮き彫りにし、これまで行われてきた NTA
指標のリビューも試みる。

第2年度では第 1年度に推計された NTA指標を使用しての政策忠向のシミュレーション分析が基本的な目

的となる。 NTA指標は、人口高齢化や少子化、所得格差などの問題に効果的な政策提言資料を提供するが、政

策提言資料としてよりその有効性が期待されているのは N引を用いた将来推計である。

シミュレーション分析には NTA指標の将来パターンの推計が必要となるが、それには様々な分析をベース

にした一定のシナリオなどが必要となる。しかし NTAの将来推計を完成した形で行っている国はこれまでな

く、本研究チームのメンバー間での研究会や国内外の専門家などとのコミュニケーションを通して、シミュ

レーションモデノレの構築を進める。

特に、人口高齢化が社会にもたらす経済的な負担について、労働や資産再配分などの視点からのシミュレ

ーション分析や教育を投資という立場から経済成長に対する貢献度をシミュレーションを駆使して研究す

る。

また、ジェンダーや時間配分の導入など、 NTA自体の精度を更に高める研究にも取り組む予定である。
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同 一 経済学部 |氏名:小川直宏

6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

地球規模で起こっている出生低下・長寿化による年齢構造変化は、現代で最も大きな社会的、経済的、政

治的変容の 1つである。この人口構造の変化は引退後の長期化による貯蓄の重要性の増大、介護を分担する

兄弟・姉妹の数の減少による負担の増大、必要とされる地域サービスの変容、引退後の人々を支える働き手

の減少による年金財政の悪化など、様々な影響を長期賄にわたり国家、地域、家族そして個人に対して与え

ることになる。

本研究は、これらの問題に対処すべき分析ツールとして国際的に評髄されている国民移転勘定 (NTA)を発

展させ、個々人の行動についての基礎的理解を得ることを通し、様々な少子高齢化社会における社会・経済

問題への対応を考察することを目指している。 2011年4月から開始された本研究は、 2年間の研究期間を想

定して研究が行われた。

第 1 年度では、国民所得勘定から得られるデー夕、『全国消費実態調査~ (総務省統計局)のミクロデー夕、

その地の政府刊行のデータをベースに国民移転勘定 (NationalTransfer Accounts、以下肝心の 2009年の

値を計算した。 1984年、 1989年、 1994年、 1999年および 2004年の 5ラウンドについては日本大学人口研究

所が既に 2006年4月"-'2011年 3月までに実施した文部科学省からの高度化推進事業の一環として完成させ

ている。この NTA指標の計算には政府が実施する『全関消費実態調査』の個票データの使用が不可欠であり、

さらに膨大な量の時系列およびクロスセクションの資料に基づく計算が必要になる。 2011年度においては、

2009年に実施された『全国消費実態調査』を統計馬から本研究メンバーに対して 1年間限定で使用可能とな

り、 2009年の N目指標の計算が本研究の第 1年度の基幹的な活動を形成した。研究 2年目以降では、(1 ) 

この推計された 25年間 (1984年"-'2009年)分の NTA指標を分析、さらには )NTA指標を使用してシミュレ

ーションモデルの構築などの研究が行われた。

1984年から 2009年の N目指標の完成により、この 25年間においてどのような世代間移転が行われてきた

かの分析が進められ、この間で著しい変化が観察されている。例えば、本研究プロジェクトでは世代間移較

を公的移較と私的移較に分けて分析しているが、公的移転では若年期の不足から余剰への転換年齢は 25年間

22識のまま変わらなかったが、高齢期に余剰から不足に転換する年齢は 1984年と 1989年では 60歳であっ

たが、 5年ごとに 1歳のベースで上昇し、 2009年では 63歳になっている。この高齢期における変化は、年

金受給開始年齢の引き上げ・定年年齢の緩やかな上昇を反映していると考えられる。これに対し、私的移転

では若年期、高齢期ともに公的移転よりも大きく変化している。若年期の転換年齢は 1984年の 27歳から 1999

年の 30歳へと連続的に上昇し、その後は 2009年まで 30歳で安定している。一方、高齢期の較換年齢は、 1984

年には 64歳だったが、 2009年に 80識と 25年開で 16歳も上昇している。成人した子供の稼得能力の低下で

経済的な親離れが遅れていることに加えて、高齢の親は年金収入や長期的な資産の増大により、経済的に子

供に頼る必要が減っていることが明らかになった。以上の結果から、人口学的には子供を 0"-'14歳、高齢者

を 65歳以上と定義することの実質的な意味が希薄化しているといえる。これらの研究成果はアジア開発銀行

との共詞研究として、(書籍 WAging，Economic Growth and Old-age Securi ty in Asia~ Edward EIgar、2012

年)として発表されている。

公的・私的の移転を詳細に指標化した NTAは、それら変数を使用して多様な目的を持ったシミュレーショ

ンモデノレの構築が可能である。本研究プロジェクトではわが国だけでなく、国捺的な政策課題として注目さ

れている 2つの問題に対してシミュレーションモデルの構築を行っている。

一つ闘は、米関東西センターの Sang-HyopLee教授とシミュレーションモデルの開発を行っている。シミ

ュレーションモデルは、年金受給開始年齢の引き上げにより、ライフサイクルでの貯蓄率の変動が経済に与

える影響を推計するものである。このモデノレの結果は、現在、実際に年金受給開始年齢の引き上げが行われ

ているわが国において、大きな知見を与える研究といえる。また、このモデノレに関しては、シミュレーショ

ンモデルのソフトウェアの開発も行っている。国際的な研究体制が整っている NTAでは、わが障でのシミュ

レーションモデルを完成、発展させることで、地の留と比較可能な研究ツールとなり、今後の新たなる研究

に繋がるものである。
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研究結果(つづき)

さらに、 ドイツ、マックスプラン研究所の MiguelSanchez Romero博士とともに、わが国における遺産額

の推計を試みた。このモデルは世帯重複モデ、ルを応用しており、遺産額のマクロ的経涜インパクトの測定が

可能になる。遺産額を詳細に推計するモデルは、各歳で推計された個人の経済活動が指標化された NTA指標

があればこそ構築が可能になった画期的なモデルである。この試算結果から、 2020年まではマクロ経済にお

ける遺産額がわが国の経諒を発展させる傾向になっていることが分かつた。しかし、このそデ、ルを使った推

計には、日本のように超長期 (100年以上の時系列データ)のデータを集計する必要があり、汎用的なソフ

トウェア開発までには杢っていないが、今後も研究を続ける予定である。また、この研究成果は、 2013年 8

月に行われる国際人口学会で発表される予定となっている。

その他の研究成果としては、現在 41ヵ国が参加している NTA研究であるが、国連本部は NTAに関するマニ

ュアル作成作業に 2011年末から取り組んでおり、本プロジェクトメンバーもその作業に協力している。マニ

ュアルは 2013年には出版されることが予定され、 NTAの分析手法としての有用性は今後一層、国際的な評価

が高まることを示唆している。

このように国際的に評価の高く、多くの実績を残している NTA研究であるが、研究規模の大きさから、当

プロジェクトにおける 2年開の研究期間だけで、は分析対象を全てカバーすることが難しく、今後も NTAをベ

ースとした研究を継続・発展させてし、く必要がある。また、本フ。ロジェクトを通し、現状での NTAをベース

として使用する分析の限界も認識されるようになってきている。つまり、現行の NTA分析の手法は定常性の

仮定の下、平均的家計のライフサイクルとして考察されることも多いが、多棟性を許容する枠組みを作るこ

とには限界がある。そのため、この多様性を NTAの枠組みに追加するため、さらに発展した基礎研究基盤を

構築する必要性が出てきている。そのようなことを可能とする一つの方法は、 NTAと「くらしと健康の調査」

(以下 JSTAR) を併用し、新しい研究フレームワークを作ることである。

JSTARも、 NTAと同様にこれまで国際的評価の高い調査として、アメリカの出S(Health and Retirement 

Study)や、英国の ELSA(Engl i sh Longi tudinal Survey on Ageing) ，現在大陸欧州 20カ国をカバーする SHARE

(Survey on Health， Ageing and Retirement in Europe)など比較可能な調査としてデザインされている。従

って、 NTAとJSTARが融合できると、これまで、lこない分析ツールとして、 R本だけでなく、他の国にも応用

可能な、まさに世界的に最先端の研究になりうる潜在性を持っている。

このことを鑑み、本プロジェクトの研究を発展、補完させるという意味でも、この NTAとJSTARを融合す

る研究プロジェクトを計画し、 2013年度文科省の科研費として申請した。この研究プロジェクトが政府の大

きな研究の柱として認識されれば、本学フ。ロジェクトも、その大きな役割を担ったこととなり、いわば本プ

ロジェクト最大の成果となるかもしれない。

なお、このほかにも本研究プロジェクトから、派生している研究成果は、存続発展している。例えば、オ

ーストリアの国際応用システム分析研究所 (IIASA:International Institute for Applied Systems Analysis) 

の VegardSkirbekk博士と年齢日IJの生産性を認知能力を基に計測する新しい研究や、カリフオノレニア大学パ

ークレー校の AlanAuerbach教授や漢腸大学の YoungJ un Chun教授と共同で、行っている NTAを利用した新し

い世代会計についての書籍を発行するための研究が進んでいる。

さらに国内では、大阪大学の大竹文雄教授や小原美紀教授と NTA指標を応用した経済的な格差に関する共

同研究が進んでいる。その他、総務省、内閣府、マスコミなどへの資料提供など様々なレベルでの NTA研究

が進んでいる。

2年度目における代表的な研究成果に関しての具体的な実績は以下の通りである。
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研究結果(つづき)

{研究発表l
Naohiro Ogawa， "Discussion: Professor Lee' s paper and the NTA project"， The 2012 BO]-IMES 

Conference: Demographic Changes and Macroeconomic Performance， May 30， 2012. 

小)11痕宏・松倉力士包， r国民移転勘定における 2つの supportratiosについてん 日本人口学会第 64田

大会， 2012年 6月 2日.

Naohiro Ogawa， "The End of the First Demographic Dividend and Labor Market Responses in China 

and Other East Asian Economies"， International Symposium on China' s Demographic Transition and 

Socio-economic Development， August 20， 2012. 

Naohiro Ogawa and Rikiya Matsukura， "Low Fertility and the High Costs of Children and the Elderly 

in Selected East and Southeast Asian Countries: An NτA ApproachぺAsianPopulation Association 

Conference 2012， August 27， 2012. 

Naohiro Ogawa， "Harnessing Asia' s Demographic Dividend: Comments"， The Second Annual IMF-SCID 

Conference on Emerging Asia， September 14， 2012. 

Naohiro Ogawa and a11 the NTA-Asia Members， "Rapid Aging and Changing Intergenerational Transfers 

in Asia' s NTA Countries"， Asia Regional NTA Conference， September 22， 2012， Bangkok. 

小川誼宏， "Can ]apan Survive the Coming Age Storm?ぺUNFPA公開シンポジウム r21世紀の高齢イ七

社会にどう挑むのかJ， 2012年 10月 1日.

Naohiro Ogawa， "Population ageing in AsiaぺRoundtable Seminar on Global Population Ageing， 

October 2， 2012. 

Naohiro Ogawa， "The Coming Age Storm: Are ]apan and Germany in the Same Boat?ぺGerman-]apanese

Symposium on Positive Aging， October 9， 2012. 

Naohiro Ogawa， "]apan's Changing Demographics and Policy ResponsesぺTPA's Annual National 

Symposium on Population Studies， November 22， 2012. 

小巻泰之、 190年代の財政政策のリアルタイム検証j，地域経済活性化と無形資産の役割・ワークショッブ，

のと海洋ふれあいセンター， 2012年 8丹 21日.

小巻泰之、「政府統計のリビジョンスタディ RealTimeデータベースの整備の現状を通じてん研究集会「経

済統計・政府統計の数理的基礎と応用 2012j，青森公立大学， 2012年 9丹 28日.

青木千賀子、「社会開発におけるソーシャル・キャピタルの活用ーネパールのマイクロファイナンスの活動事

例から一」、日本比較生活文化学会、 2012年 11月 10IJ、日本大学.

{論文}

Naohiro Ogawa， Sang-Hyop Lee， Rikiya Matsukura， An-Chi Tung， and Mun Sim Lai， "Population aging， 

economic growth， and intergenerational transfers in ]apan: how dire are the prospects?ぺAging，

Economic Growth， and Old-Ag，θSθcurity in Asia， 2012， pp.231-276. 

Naohiro Ogawa and Qiulin Chen， "End of the first demographic dividend and possible labor market 

response in China and other Asian countries"，ωina & Aめ'r1 d Econom)ろ Vol.21， Issue 2， 2013， pp.78-96. 

青木千賀子 1ネパーノレの社会開発におけるマイクロファイナンスの活動とソーシヤノレ・キャピタノレj，W額際

関係研究J]，第 33巻第 1号， pp. 35-43， 2012年.

清水浩昭， 1地域性からみた高齢者家族のゆくえj，W統計J]，第 63巻第 9号， pp.45-50， 2012年 9丹.

浩水浩昭， 1高齢者家族と介護のゆくえー別居制社会の事例分析一J， W統計J]，第 63巻第 11号， pp.40-44， 

2012年 11月.

j主:必要に応じて，このページをご使用ください。
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日本大学学長

平成 25 年 4 月 2 2 日

氏

所属・資格 国捺関係、学部 . 教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

中富の経済発展と日本及び世界への影響に関する研究

2 研究組織‘

氏 名 所属部科校・

。耕究代表者名

) 11 和 治 |国際関係学部教授

。研究分抱者

秋 山 ゴ乙 関i察関係学部研究所教授

本博之 霞際関係学部教授

， 根 康 雄 経法学部

役割分担

総括，日中の情報サーピス産業の比較研究・実地調査

中国の海外経済援助・直接投資とそ

中閣のエネルギー需給の展望と世界経済の研究

中国の金融システムの市場化に関する研究・開き取り

調査

文拳 国際関誌学部准教授 中国のサーピス産業の発展の構造分析研究・開き取り

f去 充男 国際関係学部教授 中国のマクロ経法分析 の研究

上直 大学院総合科学研究科

教授

中田の人的資本の再記分のダイナミックスの研究・

き取り調査

して外部資金への申請状況，

平成 26年度科学研究費助成事業基盤誹究 (B)分科:経済学締盟:経済政策に申請予定。

※ r6 研究結果j について，ホームページ等での公潟《湾}否) いずれかをOで臨んでください。

否の場合i乱獲砲撃を添付して下さい。
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4 研究自的

目覚ましい経済発展を続け GDPで世界第 2位となった中華人民共和国は，我が国にとって輪

出・輪入とも最も貿易取引量;の多い隣国である.従来，我が国をはじめとする，先進国は安価な

労働力を期待し，製造拠点を中国などに移転する方針，いわゆる「世界の工場一中国Jという枠

組みの恩恵を受けていた。しかし，近年中国国内自体の旺盛な個人消費の増加，活発な設備投資

水準の維持などに支えられ，二桁近い経済成長を継続するとともに，中国自体が世界でも有数の

活発な市場を形成するようになった。それとともに，かつて労働力資源が容易に得られる状況は

影をひそめ，賃金引き上げを中心とする各種労働争議の増加に直面している。

この研究では，この中国の経済発展のダイナミズムを，多面的・学際的な視点で捉えることに

より，我が聞や世界の経済，およびその発展の枠組みにどのような影響を与え得るか，解明する

ことを目的とする。

多面的・学際的な視点とは，まずマクロ経済のアプローチより，中国経済はノレイス転換点に到

達したのかどうかを検証し，従来中国からの安価な製品の多量輸入により先進国の物価を引き下

げる効果を果たしてきたが，この効果今後どのように変容し，物価にどのような影響を与えるか

分析と調査により明らかにする。

中国国内の人的資本の地理的な，産業構造的な再配分が，地域間格差是正と調和のとれた経済

発展に果たす役割を，理論的，実証的に解明する。

中国にとってサーピス産業が，今後の発展の原動力となることが期待されている。本研究では，

中国の金融，保険，情報通信など，現代世界と比較して発展の遅れているサーピス業に焦点を当

てて，分析・諦査し，今後の発展のダイナミズムを明らかにする。

さらに，中閣の海外援助，直接投資の資金の流れの分析，海外依存度を高めている石油や天然

ガスなどのエネルギー需給の短期・中長期展望などを通して，中国の世界における新たな経済的

ステータスの研究を通して解明し，貢献することを目的とする。

5 研究概要

本研究は， 5つの分野について各担当者が並行して調査・研究を推進するとともに，研究期間

の後半に，中国の大学から専門家を日本に招き，得られた研究成果を発表し，討論するためのシ

ンポジウムを開催した。
各分野の研究として:
A.中国の物儲動向と日中経済の研究
中国経清はいわゆる/レイス転換点に到達し，農村の余剰労働力は枯渇したのか。これらの解明のた

め，文献調査， Penn World Table(PvVT)などよりデータを入手し計量分析を行った。
B.中国の人的資本の地理的な再配分，地域格差是正効果の研究
労働力の移動・帰郷を通じた人的資本の地理的配分が中国における地域開格差是正に果たす役割を

明らカミにしようとした。
C.中国のサーピス産業の発展のダイナミズムに関する研究

本研究は改革開放後中国サーピス産業の特徴を先進国と比較しながら明らかにするとともに，金融

サーピス業の市場化の進展，情報サーピス産業の発展について，より詳細な調査研究を行った。
D.中国の対途上国関係と新しい開発パラダイムに関する研究
中国はアフリカなどの途上国への援助を飛鶴的に伸ばしている。その結果，今までの先進国中心の

開発援助が，大きく変わらざるを得ないであろう。この研究では，このような変化を分析した。
E.東アジアにおけるエネルギー協力体制に関する研究
中国を含め東アジアにおけるエネルギー需給を中長期的に展望し，今後の経済成長にどのような影

響を与えるか，その結果日本も含めたグローパノレ経済にどのような影響を及ぼすかを研究したっ
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

各分野の研究の進展と得られた結果のを概要を以下に示す:

A.中国の物価動向と日中経済の研究
この研究で明らかにしようとしたことは，仮に農村の余剰労働力が枯渇し，中国経済がいわゆ

るルイス転換点を越えたのであれば，中冨のこれまでの発展方式，すなわち輸出・投資主導型

の経済成長は持続可能で、なくなるであろう。そのことにより，これまで中盟で生産された安値

な製品の大量輸入は日本をはじめとする先進国の物錨を引き下げる役割を果たしてきた。しか

し，今後このような物価引下げ効果は期待できなくなる。

この研究では，中国の諸外菌と比べた棺対的物価水準が 1990年代から 2000年代にかけ

てどのように変化してきているのかを， IMFの公式統計ベース，およびび、

Table(仔PWT的)円を用いて分析したO さらに，最近 10年間程度の中堅のアメリカ向け輸出物踏

の動きを分析した。

分析を行った結果明らかになったことは，

①購買力平舗が純粋な形でそのまま現実の世界に当てはまるわけではないが，近年世界各留

の物価水準の収数額向が認められるようになってきている。

② IMFデータの分析から明らかになったことは，中霞の相対的物部水準は理論値(回帰式上の

{護)を下回っている。しかし，その;ij鵠在中高は離して小さく) 10%を超える年はない。この

方への講離は 2006，2007年をピークに縮小してきており， 2009， 2010年の事離幅は無

規できる程度である。 PWTベースの分析でも，データの利用可能な 2000年以蜂のすべ

ての年において中障の相対的物髄水準は理論鑑を下回っている。しかもその傘離幅は大き

く，特に 2004年以降は 20%軽度となっている。

中国の急、速な経諒発展(1人当たり GDPの急速な上昇)に伴い，相対的物価水準も高まりを

みせている(2005年 0.35→2010年 O.針。しかし，同じような発展段階にある留と比べると相

対的物価水準は依然として存意に低いということが明らかlこなった。

ここからは 90年代後半以蜂の日本のデフレに関して，出発時点においては諸外国と比べ撞端

に高い物価水準が，グローパノレ化の下で、向じ発展段階にある諾外語並みの水準へと奴数してい

く過程として日本の 90年代後半以降のデフレを理解することが可能となる。

一国の物価水準を決定する一つの要因は，非貿易財部門と貿易財部門との生産性格差である

ことから，政策的には， 日本の霞内物価水準を国際的なレベノレに向けて収数させるためには，

海外との競争が遮断されている非貿易財部門の生産性を高めることによって，貿易財部門との

生産性格差を縮小していくことが重要と考えられる。

また，アメリカの中国からの輪入物価は統計を取り始めた 2003年末から抵下を続け， 07年

2月までの間に 2.8%抵下した後，上昇に転じ， 2008年 8月までの 1年半で 6.8%上昇してい

るが，中国の輸出物部動向にさらなる高騰の兆しはみられない。分析結果をみるかぎり，中留

の物価動向に大きな瀬自の変化が生じているようにはみられない。中国はいわばノレイス

のただ中にあるとしても，未だその時期を終えたとの証拠は見当たらないという結果になっ

た。

B.中国の人的資本の地理的な再配分，地域格差是正効果の研究
1978年にはじまる改革開放以来，郡小平の「先富論Jにもとづいて，まず東部沿海部が大き

く発展した。 r先富論j を先進地域の発展の患恵を受けて，やがては後進地域も追いついて
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くるはずだという意味に捉えるなら，それはやや当てがはずれたと言える。たしかに東部沿海

地域は発展に先導されて経済全体が発展したとしても，地域間格差はむしろ拡大してしまった

のである。

中国政府もこの問題の深刻さを認識し「西部大開発J r東北振興Jといった大型地域開発プ

ロジェクトを実施し一定の成果を挙げつつある。そうした流れの中で、中部地域はすっかり取り

残された感がある。

中部の状況は，一人当り GDPあるいは家計の収入で見ると，中部は西部についで経済が遅れ

ている。産業構造は，相対的に第 l次産業の比重が大きいが，一人当り耕地面積は決して広い

とは言えない。また，画定資本や財政収入・支出で捉えると，西部よりも少ないという傾向が

見られる。したがって，中部をいかに発展させるかが，今後の中国経済全体の均衡ある発展に

とって重要であることがわかる。本研究の対象地域である河南省(し、わゆる「中原J)は，そ

の発展が中部地域全体発展の鍵を握るものと期待されているのである。

改革開放後いわゆる郷鎮企業の台頭により，農村部においても非農業が発展し，それに伴っ

て農業・非農業開の産業間労働移動一農村戸籍のまま地元の工場等で働く非農業労働者(r農
民工J)が生れたのである。さらに，都市部の工業発農を進めるために農村部からの安価な労

働力を利用しようという狙し、から，農村戸籍のまま遠く離れた都市部で生活し出稼ぎを行う

「農民工Jが大量に発生した。そうした現象は「民工潮j を呼ばれ，受け入れ地域(都市)お

よび送り出し地域(農村)の社会・経済にさまざまな影響を及ぼしている。

近年では f農民工Jの帰郷も見られるようになり，農村部の自治体でも地元出身者が都市部

での就業で得た知識，技能あるいは企業家精神を携えて帰郷し，新たな企業を起すなど地元経

済の発展に貢献することを期待している(r帰郷創業j と呼ばれる)。

この研究では，労鮪力の移動・帰郷を通じた人的資本の地理的配分が中国における地域間格

差是正に果たす役割を明らかにしようとした。

研究の方法は，河南省で実施された 2種類のアンケート調査の個票データを利用して，出稼

ぎ農村労働者(r外出農民工Jあるいは単に「農民工J)の帰郷行動を分析した。より具体的

には，将来の帰郷を考えている農村労働者と帰郷の意思がない農村労{勤者とを比較し，個人特

性あるいは地元の経済状況などを含むどのような要因がそうした意思決定の違いをもたらす

のかを明らかにした。さらに，そうした帰郷の決定因が創業志向を持つ出稼ぎ農村労働者と創

業志向を持たない出稼ぎ農村労働者との間で異なるか否かについても分析した。また，帰郷者

によって設立された企業と(帰郷者ではなし、)地元民により設立された企業との聞の生産性の

比較も行った。

帰郷者による地元経済の発展への貢献に関わる 2つの数量分析を試みた。 1番目の分析とし

て都市部での出稼ぎ収入の多寡と将来の帰郷意思との関係を検討した結果，都市部での収入が

低い者ほど帰郷意思が強し、という結果が得られた。こうした結果は帰郷者による地元経済への

貢献に対して懐疑的な見方を支持しているように見える。しかし，本研究ではつづいて，将来，

創業意思がある出稼ぎ農村労働者とそうした意思を持たない出稼ぎ農村労働者との間で，帰郷

要因がどう異なるかについて分析を試み，上述のような帰郷者に対する懐疑論を支持する統計

的額向は，創業意思を持たない帰郷希望者により強く当てはまり，創業意思のある者には当て

はまりが弱し、とし、う分析結果を得た。

2番目の分析として小麦製粉業という同じ産業に属する企業を標本として生産関数を推定

した結果，帰郷創業になる全業は都市での出稼ぎ経験のない者によって設立された企業に比較

して生康控が高いとしづ結果が得られた。出稼ぎ経験によって蓄積された広い意味での人的資

本の効果であることを示唆している。

主主 必要に応じて，このページをご使用ください。



部科校名:国際関係学部

研究結果(つづき)

c.中国のサーピス産業の発展のダイナミズムに関する研究

[突鏡報告審総合ア-5J 

氏名豊 JI f 和治

中関の経済規模は世界第 2位に上りつめたが，自然環境の悪化，エネルギーの不足，産業構造

の歪み，地域開経済格差の拡大等さまざまな開題が表面化した。この一連の問題が発生した背

景には工業の発展を中心とする中関経涜の発展のパターンがある。世界工場として中関の擾位

性が次第に弱まっていく中，産業構造の調整，すなわちサービス産業の発展が最重要課題にな

っている。

本研究は改革開放後中国サーピス産業の特徴を先進国と比較しながら明らかにするととも

に，金融サーピス業の市場化の進展，情報サーピス産業の発展について，より詳細な調査研究

を千子った。

まず，中圏のサーピス産業の発展について世界，特に日本，アメリカ，インドと比較しなが

らその発展状況，地域や内部構造および貿易構造について分析した。

2000年と 2010年における中関，インド，日本とアメリカ 4カ国の GDPの成長に対して三

次産業のそれぞれの寄与率に桟冒する。中国ではGDPの成長に対して最も貢献したのは第2次

産業としづ工業部門であり，その寄与率が 60覧前後で、あった。サーピス産業の寄与率は 2000年

の 34.8誌から 2010年の 38.9誌に約 4.1ポイント上昇したものの， 4害rJに達していなかった。

アジア開発銀行の報告によれば，中進国の GDPや労働麗照に占めるサービス産業の割合が平

均的に 55弘前後で、あったことを考えると，中関のサーピス産業の発展規撲は依然として;J、さい
と言える。中思のサーピス産業全体として，成長率が世界平均よりはるかに上まわり，労働雇

用の吸収力も強まっているようにみられる一方， GDPに占める割合が低く，中進閣のような発

展段搭にはまだ遣していない。全体として中留のサーどス産業は，構造調整においては各国に

比べて護れている。

2000年以降， 日本のサーピス産業の対中進出が加速化している。投資分野は主に生産性サ

ーピス部門，地域として主に東部沿権地域に集中している。その中で，中国経済の規模，市場

の開放状況および中罷のサーピス産業の発援速度と震う 3つの要因が日本のサーピス産業の

対中進出に決定的な影響を与えている。

現在，中閣の経済発展は 1つの大きな転換点に差し掛かっている。サービス産業の発展は中

国経済が直面するさまざまな難問を解決するため，重要な役割を果たせると認識されている。

中国政府も早い段賠でサービス産業の発展の重要性を認識し， 2010年の国家発展五カ年計画

を始め関家レベルの経務政策に取り込み，サーピス産業の発展を保進しようと努力している。

今後，中国のサーピス産業は規制緩和，対外開放の加速と投資の拡大が予測され，新たな発展

段階を通える。

中間の金融経済(マネー経済)面では，その経清規模に比べ対外的な開放度は著しく制限さ

れ，未だ霞捺金融市場との一体位は実現されていない。

この研究では，中国の金融部でのグローパノレ化に焦点、を当て，資本取引の規制と実態を通し

て金融の対外開放の現状を考察し，グローパノレイヒの前提となる国内金融システムの問題点を市

場化という観点から評錨し，グローパノレイ七に向けた課題を探った。中留の国内金融システムの

市場化には，以下のような課題が山積している。

民営企業・中小企業向け金融の拡充

誼接金融(とくに積券市場)の拡充

資本市場における情報公開・透明性の向上

機関投資家の育成

信用評価制度の確立

主主-必婆に応じて，このページをご俊濁ください。



研究結果(つづき)

金利の市場化

預金保険制度の確立

人材の養成

部科校名:国際関係学部

[実績報告審総合7-6] 

氏名豊川和治

これらの改革は，それぞれの分野で地道に進めていくしかないが，いずれについてもカギとな

るのは国有企業偏重の是正であろう。債券市場の拡大・活性化のためには，民営企業の起債を

奨励する必要がある。思有企業が優遇される起債審査を改め，格付け制度の確立などが求めら

れる。また，金利市場化の前提として，預金保険制度の確立が不可欠である。そのためには，

国有商業銀行の抵抗を排除する必要がある。

一方で， 仮に市場化改革が進壊した場合の， r市場化j と「マクロ経済・金融市場の管理j

との相克にも自を向けなければならない。 2012年秋に発足した中国共産党の新しい指導部は，

①爵有企業の既得権益にメスを入れることができるか，②市場を通じてマクロ経済・金融市

場の安定を維持する仕組みを確立できるか，という 2つの難題を同時に解決していく方策を見

出さなければならない。もっとも，それは誰が指導者の地位についたとしても至難の業である。

ここから導かれる当面の結論は，中国の金融面でのグローパノレ化には棺当な時間を要すること

は間違いない，ということである。

中国の靖報システム，機器，サービスを含む ICT産業は 2000年代に入り，年率 2桁以上の

急成長を続け，特にハードウェア部門の電子計算機製造，エレクトロニクス全般の電子部品・

デバイス・コンポーネント・特殊機器・計測器および家電などの分野の重心が高い。

また，通信機器， PCの分野の世界市場で 1，2位のシェアを持つ巨大企業が出現した。これ

らの企業は必ずしも国営企業だけでなく，民営，協同所有を含む多様な形態をとっているが，

その発展過穫には中国政府の政策的支援が後押ししている事例がいくつか認められる。

中国 ICT産業は， 2006年"-'2012年を見ると，ソフトウェア・サーヒ守ス部門の方がノ¥ードウ

ェア部門より成長率が高い。しかし 2012年現在，まだ、ハードウェア部門の方がより大きな割

合を占めている。このことより，中国 ICT産業はゆっくりとソフトウェア・サービス主体の先

進国型に変容しつつあると考えられる。

今後のさらなる成長の為に，研究投資が必要とされると考えられるが，現在どれだけの額の

投資がなされているか詳細は不明である。しかし，鶴別の企業の事例，その分野で世界有数の

企業に成長している企業においては，売上高の 10%程度の資金が研究開発に投じられている例

も認められる。

これに対し，日本の ICT産業は， 1990年代より市場規模は横l品、を続け，量的成長は認めら

れない。しかしソフトウェア・サーピス部門のハードウェア部門に対する比率は， 1995年の

0.44から 2009年には1.05と措抗するまで増加し，先進国型の ICT産業に次第に変容してい

ることが認められる。 売上高の 10弘程度の研究への投資が， 1990年代から行われているが，

この投資が日本の ICT産業の量的拡大には，自に見える貢献をしていないことが分かる。

今後，中国の ICT産業は， 5億人以上と言われている巨大な縄民人口が後押しして，ソフト

ウェア・サーピス主体の先進国型の 1CT産業への変容がますます進行してゆくと考えられる。

しかしさらなる成長の為には，中国企業と日本を含めての諸外国企業との連携がさらに進む必

要があり，そのためには政情報の透明性，企業統治の機能が強化され，健全に働くよう改め

ることが必要である。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。



〔実績報告審総合フーア]

部科校名:国際関採学部 氏名豊川和治

研究結果(つづき)

D.中霞の対途上国関穏と新しい際発パラダイムに関する研究

中聞はアフリカなどの途上富への援助を飛醸的に伸ばしている。その結果，今までの先進国中

心の開発援助が，大きく変わらざるを得ないで、あろう。

この研究では，中国の外交，開発援助政策，実績，傾向を検討する。次に中関の対途上関 FDI，

貿易を分析する。最後にこれらの額向が近年の世界の途上国開発，援助傾向へどのような影響

を与えるのか評髄した。

外交呂的から見えてくるのは，中国がその政治的安定を保ち，経済発展を続けることを目指

し，位の途上留と友好関係を強化しようとしづ意留である。しかし偲CD諸国とは政治形態が

異なることもあり，欧米の開発援助政策とは異なる手法を用いている。ひとつは開発援助を行

うに当たって内政干渉を避け援助に条件を付けないことであり，これは WTOの下での多毘関貿

易交渉や地球温暖化問題に関しての層際会議などで明らかである。これらの多角的交渉におい

てインドやブラジノレと協調し，グローパノレな政治，経済的な枠組みのなかで途上国のリーダー

を目指しているように見える。

中間の対外援助資金は，主に無償援助，無利子貸付，特恵、貸付という 3つのタイプに分けら

れている。特恵貸付の内容は，経済インフラの割合は 61%と大きく，それに続きエネルギー，

工業，農業が続く。

留の援助の地域的配分では，アフリカへの援助の割合が非常に大きく半分近くを占め，ア

ジアを大きく上毘る。アフリカに重点が置かれているのは，アフリカは留の数が多くヲ関連な

どでの投票では，一国一票なので効率的に国連での W1中関Jを増やせ，文アフリカには石油，

鋪などの天然資源が豊富にあることも一部であろう。

中国からの FDIの自的は，①霞外の資源の確保，②先進国企業の先端技術・市場の確保とい

うもので、あったが，この数年中国での人件費の高騰もあり，途上国現地での生産・販売すると

いう先進国型 FDIにもなってきている。しかし，途上国への FDIはナイジェジア，南アフリ

カのように資源確保のため，またパキスタンは地政学的な理由からと思える。

従来，先進閣は OECD/DACなどを通して途上菌への融資基準として政策，制度の改革などを

盛り込んだ。しかし，中閣の途上国支援には基本的には条件を付けない。この政策は中富自身

の政治制度が欧米型の畏主主義でないため，貸付に内政干渉にもなりうるコンディショナリテ

イのようなものを付加したくないという理由もあるであろう。

先進菌が進めてきた途上国の民主化促進政策は実績的にも理論的にも決して成功を収めた

とは言い難い。民主化が目的で、あったとしでもある程度の所得向上をまず達成しなければ多く

の途上国で良好な結果を生み出さないと考えられる。

また，援助の基本分野と諜式では，冷戦の終結， I日ソ連の崩壊とともに戦後の開発援助の大

きな存在理由の一つがなくなった。この大きな世界情勢の変化の下，新しい世界の開発援助ス

ローガンになったのが貧困削減で、ある。これは先進国の富民の関心を開発援助に引き付ける策

でもあった。具体的には保健法療，教育，ジェンダー問題が注話された。

この開発援助スキームにはいろいろな問題点がある。主な欠点;玄関じ目標をすべての途上国

の開発目標とする，経;斉成長に関する自標がないことであろう。このスキームを OECD諸国が

り初めて以来，世界の開発援助は社会関係インフラに重きを置かれると同時に経法成長，経

済インフラへの援助は減少した。

これに対し，中国は鉄道，道路多発電所，資源開発などのプロジェクトを中心に援助を行っ

てきた。多くの，特にアフリカの途上国政府は自由の経清発展に関心があり，中国方式援助は

歓迎された。このインフラ重視の開発戦略は，実は日本が重視してきた方針である。

;を 必婆に応、じて，このページをご使用ください。



部科校名:国際関係学部

研究結果(つづき)

〔実績報告審総合 7-8J 

氏名:豊 J11 和 治

中田の途上国への FDI，貿易，援助を分析すると 20，30年前の日本が面した問題と共通点

がいくつかある O また自本の対欧米関係を考慮すると， 日本がこれからの日本，中国，欧米，

新興閣を含む世界援助新しいパラダイムを構築するのに大きな役割があるように患われる。現

在は領土問題で日中関係は決して良好とは言えないが，この問題に早急に片を付け，より重要

なグローパノレな問題解決を中国と協調して推し進めていくべきであると考えられる。

E.東アジアにおけるエネルギー協力体制に関する研究
日中韓のエネノレギー需要量は，世界のおよそ 4分の 1を占め，世界の 5大石油輸入国に入

っている。この 3カ国は，海外，特に中東の石油・ガスに対する依存度が高い。しかし大量の

石油・ガス購買者としての力が弱く，アジアプレミアムという書葉がよく使われているように，

西欧やアメリカに比べ，アジアでは高い価格で買わざるを得ない状況である。

この 3カ国が輸入国として潜在的に大きな影響力を持っている。これから導き出される結論

は，日中韓が FTAで経済的連携を結ぶと同時に，この 3カ闘が協力すれば，アジアプレミア

ムという高い原油・天然ガス価格の交渉力をある程度持てることが可能である。また安全保障

面でも，例えば共同備蓄などで，今後さまざまな協力をしていけるのではないかと考えられる。

安全保障面で東アジアの最大の問題点はエネルギーを海外に依存していることである。また

中富の石油の輸入量が非常に増えていることの解決策の一つが，ロシアとの連携である。ロシ

アは世界的に見て，天然ガスと石油の両者を合わせると，世界一の生産量を持っている。今後，

ロシアが極東のシベリア地区あるいはサハリン地亙で，石油・天然ガスを増産したときに，日

中韓が共同で購入することで，ロシアと仲良くし，エネルギ一面で、もお互いに協力できるので

はないかと考えられる。

中国における一つの懸念材料は，自動車の保有台数の増加である。自動車の保有増大がもた

らす大きな開題の一つは，ガソリン・軽油が主な燃料源であることによる，地球温暖化の元に

なる二酸化炭素排出量の増大である。中閣の自動車保有台数は， 2010年の段階で 7800万台，

20年後には 3倍の 3.2億台になると予想される。中国の人口が 12億人とすると，約 4人に

1人が持つようになる。インドの自動車保有台数も非常に伸びるであろう。中国・インドの伸

びが甚だしく，世界一および世界二位の自動車保有閣になるということは，このままガソリン

車に依存し，燃費があまり改善されなければ，地球温暖化問題の懸念材料になるかと思われる。

次に電力問題がある。現在，中国の発電量は 4.2兆kWhに達している。日本は 1兆kWhで

あるから，中間は現状で GDPでは日本を若子上回るものの日本の 4倍の電力消費量がある。

爆発的に伸びる電気の消費量をどうするかが，中国経諸にとって大きな課題であると同時

に，二酸化炭素の排出量の問題が存在する。

電力生産のポテンシヤノレを最大援に高めるには，北東アジア諸国は包括的で統合されたエネ

ルギーインフラ，別の言い方をすれば，サプライチェーンを整備して安定性を高め，生産コス

トを低下させるようなインフラを構築する必要がある。これを，多国間で、のエネルギ一政策の

国際調整と組み合わせれば，地域的な経液協力とエネルギ一安全保障が強化される。

日中韓の石油輸入量は世界の石油貿易量の 26%に及び，液化天然ガス (LNG)では 52%
と過半である。日中韓の 3国はエネルギ一分野で、は共通の潤題と直面していることから中東や

ロシア等の産油簡との共同交渉も含めて，様々なエネノレギーの分野で、の協力体制が求められ

ている。特に，省エネルギーやスマート・グリッドなどの先端分野での技術交流や社

会インフラの意見交換，さらに石油や天然ガスの共同備蓄および融通など東アジアに

おけるエネノレギ一安全保障に大きく貢献できると思われる。

注:必要に応じて，このページをご使照ください。
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l部科校名:醐係学部 |氏名:豊川和治

研究結果(つづき)

本研究の期間の後半 2013年 1月 25日に、関連する分野の中国の研究者を本学に招き、研究成果

の発表，討論のためのシンポジウムを開催した。招轄した研究者，所属，発表された論文は，以下

に示すとおりである。

関 権 中国人民大学経済学院教授:“中国の発展は「日本ハードノレj を越えなければならない"

歌 明斎河高大学経済学院長教授:“中国伝統農業地域の現代化移行経路"

孫建国持南大学経済学院教授:“日中都市化発展比較と産業移転"

高 保 中 河南大学経詩学院副教授:“日本経済長期低迷について 1つ新しい解釈"

龍志和華南理工大学経済与貿易学院教授:“深草11 "山葉"ハイテク企業群の形成と発展"

梁 竪華南理工大学経済与貿易学院専任講師:“FDI，サプライチェンおよび広州自動車産業の
発展"

これらの中国専門家との討論により，各分野の研究で得られた中国の経済発展に対する視点，新

たな知見に対して，中国側からの検証を行い，さらなる研究の発展の方向について有益な意見が得

ることが出来たと考える。

注:必婆iこ応じて，このページをご使用ください。
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ロノ一石一

所属・資格 工学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

ナノテク DDSによる先端ナノ医療システムの構築

2 研究組織

氏 名

O研究代表者名

石原務

所属部科校・資格 役割分担

工学部・准教授 研究統括、加S製剤調製、細胞試験

0研究分担者

誠

春オミ 満

斎藤義 雄

平野展 孝

-教授

工学部・教授

工学部・准教授

工学部・准教授

生化学評価、薬現試験

タンノ《ク

核酸医薬合成

リプJン 1，'分

3 本1iJf究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

-科学技指振興機構研究成果展開事業 A-STEP(H25) 、ナノインターフエロンDDS医薬による新規肝炎治療法の確立、

石原務、申請中

・問。。研究開発費補助金(H25一行26)、抗炎症・気管支拡張作用を持つ説承認薬の COPD治療薬への開発、大谷tg夫・石原

務{也、申請中

• j是正問記念医学薬学振興財団研究助成(H25)、肝ターゲッティング能を有する二種混合ナノ DDS医薬による新規肝炎治

石原務、

・公主主財出法人福島県学術教育振興財団研究劫成(H25)、話IJ作よ誌を低減可能なインテリジェント型抗がん剤開発、石原務、

取

(C) (…般)(H25-H27)、ビタミン P受容体を介する -肝臓の免疫と
誠、採択

・戦略的創造僻究推進事業さきがけ (H24~H27) 、セルロース/へミセルロース/リグニン分解酵素群の集積・近接化による

の創出、平野展孝、採択

・科学技術振鼠t機構研究成果展開卒業(先端計測分析技術・機器開発プログラム)(H24~H28) 、救急及び災害現場明日し、る

ポータブル血液検査装置の開発、慣島誠他、採択

・科学研究費補助金基盤研究(C)(一般)(H23…H25)、3本鎖DNAを利用した新規コンピナトリアル合成レセブターライブ

ラリーの開発、春木満、採択

※ r6 研究結果Jについて，ホームページ等での公務(⑤否) いずれかをO咽んでください。

否の場合は，理E包黍を添付して下さい。
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|部科校名:工学部 |氏名:石原務 | 

4 研究E的

我が国で急激に進行する少子高齢化は、毘療費の増大や労働力人口の減少を招き、将来的に国力低下が危

慎される。特に、国民総医療費は約 37兆円にものぼり年々その額は増加しており、その財源確保は切迫した

課題である。医療費の約 20%を占める毘薬品は高付加価値な商品で、その開発は田により最重要産業のーっ

と位置付けられ、 21世紀の我が国の発展を左右することは疑いない。しかしながら、我が国の医薬品開発は、

基礎技術のレベルが高いにも関わらず毘際競争力に乏しい。また、臨床試験の厳格化など諸々の理由により

新規監薬品の上市数は年々減少傾向にある。新薬が生み出されないこの現状は、医境技術の進歩の大きな妨

げであり、ブレークスルーとなる医薬品開発技術の構築が待たれる。

我々は、臨床で利用されている毘薬品をDDS (ドラッグデリパリーシステム) 技術で改良し新薬とする

創薬研究戦略に着目してきた。この戦略の大きな特徴の一つは、これまでの臨床試験のデータが活用できる

ため、より短期間で、より低コストで、より安全な新薬を開発可能な点にある。またDDS医薬は、従来の

医療では治療できなかった難治性疾患の治療法の提供や、副作用の低減など疾病者の生活の質 (QOL)の

向上を可能にする。さらに、 1980年代以降の遺伝子工学の発展は、タンパク質や核酸分子などの機能性分子

を主成分としたバイオ医薬を生み出してきた。しかし、それらは生体内で安定性が低くそのまま医薬品とし

て用いることは難しい。 DDS技術はバイオ毘薬の有効性を高める有望な手段としても着目されている。こ

のようにDDS医薬は、未来医療を切り拓き人類の健康と福祉に大きく貢献できる可能性を秘めている。

本研究では、革新的な疾病治療システムを構築することを最終目標とし、医工連携プρロジェクトとしてナ

ノテクノロジーを駆使した画期的なDDS医薬開発に挑む。汎用性が高い基本的なDDS技術の開発をおこ

なうことで、容易に(少ないエネルギーとコストで)多くの新しい医薬品を一気に創出できる可能性(医薬

品開発におけるジャックポット)がある。このような基幹技術開発は、医療イノベーションの一翼として今

後のナノメディスンの潮流を決定する大きな転機となりうると考えられる。

5 研究概要

本研究は、医工連携プロジェクトとして画期的なDDS医薬開発に挑戦する。我々はこれまでに独自手法

により DDS用のナノ粒子デバイスの開発に成功している。上市済みあるいは臨床開発中の他のDDSデバ

イス(例えばリポソームや高分子ミセルなど)は単一の機能しか有していないが、開発したナノ粒子は複数

の機能(ターゲッティングと薬理効果の持続)を有した初めての多機能型ナノ粒子デバイスである。このナ

ノ粒子の特徴の一つは、その表面性状を任意に制御できることである。ポリエチレングリコールのような生

体適合性高分子を配置すれば、体内滞留性を向上でき EPR効果による受動的ターゲッティングが達成でき

る。あるいは、リガンドとなる分子を配置すれば、受容体を有する組織/細胞に能動的にターゲッティング可

能になる。加えて、さらなる特徴として薬物包埋技術があげられる。金高イオンを利用する独自技法により、

従来包埋が困難であった親水性薬物でも効率よく粒子内に包埋できる。また、粒子コアに生分解性高分子を

用いることで、その加水分解に伴い薬物の徐放出(薬理効果の持続)が誘導できる。実際に、薬物としてス

テロイドやプロスタノイドを封入したナノ粒子は、疾病モデル動物を用いた複数の異なる薬理試験において

既存薬より有意に高い薬理効果を示すことが証明されている。

このナノ粒子デバイスをベースにした基幹技術を確立することで、多くの疾病を網羅したナノ治療システ

ムを構築できると考えられる。本研究では、ナノテクノロジーを駆使しナノ粒子を改変し、より汎用性/機能

性が高く、より効果的な治療が可能な医療デバイス候補を創出した。具体的には以下の囲つの疾患を対象と

したDDS医薬の開発を遂行した。

① C型慢性肝炎治療:ウイルス感染し炎症が生じた肝臓に抗ウイルス薬を能動的にターゲッティング可能

なDDS医薬を開発し、 C型慢性肝炎の新たな治療法を確立する。

②ぶどう膜炎治療:ぶどう膜炎を生じた眼球部に免疫抑制剤を受動的にターゲッティング可能なDDS医

薬を開発し、ぶどう膜炎治療の新たな治療法を確立する。

③癌治療:トランスフェリンをリガンド分子として利用することで、抗癌剤を臆蕩組織に能動的にターゲ

ッティング可能なDDS医薬を開発し癌治煉を目指す。

④遺伝子治療:siRNAを薬物として用いる新たな疾患、治療法を確立する。肝疾患に対し効果的な遺伝子治療

が可能な薬物担体を開発する。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

これまで開発してきたDDS用ナノ粒了aデノくイスの基幹技術を応用することで、種々の疾病へのナノ治療システムを

確立すること目指す。平成 24年度、我々は主として四つのアプローチ法からその実現に向け研究を鋭意遂行してきた。

①C型慢性肝炎治療用DDS医薬

第一に、標的組織つまり疾患部位へ能動的にターゲッティングを達成できる DDSデノくイスの開発をおこなった。治

療を目指す対象疾患としてはC型慢性肝炎を選択した。 c型肝炎ウイルス感染者は 200万人にもおよび慢性肝炎・許硬

変を経て肝臓がんに進行し年間 3万人もの死者を数える。しかし、現在の肝炎治療法での著効率は 50%に過ぎず、さら

に治療期障が長く副作胤も強く患L者への負担が大きい。平成 23年度には厚労省が「肝炎研ー究 10ヵ年戦略Jを取りまとめ

ており、これらの肝疾患を克服することの重要性・緊急性が窺い知れる。現在の治療法としては、インターフエロンに

ポリエチレングリコール(PEG)を化学修飾した問G…インターフエロンと抗ウイルス剤であるリパピリンの併)IJ療法が主

流である。しかし、リパピリンは裕lIll性貧鼠を引き起こすなど、副作刑が課題となっている。そこで、本研究では、基

幹技術に基づき、副作射を軽減させ薬理効巣を高めた非f受襲的な新規のリパピリン製剤を開発した。

平成 23年度には、リパピリンを封入したポリ乳酸ナノ粒子の調製法の確立をおこない、アラどノガラクタン (AG)を表

面に配遺したナノ粒子を開発した。 AGは肝実質細)J包のアシアロ糠タンパグ質レセプターのリガン F分子であるため、こ

のナノ粒子はウイルス感染した肝実質細胞に特異的にリパピリンを運槻できると考えられる。一方で、 AGと同様、多糖

であるブρルラン (Pu)は分了ー量;に依存して肝臓へ集積することが知られている。よって、はじめに、 AGとPUのどちらがタ

ーゲッティングのためのリガンド分?として適しているかを評価した。様々なメーカーから市販されている PUと AGを

蛍光剤であるブルオレセインでラベルし、肝実質締約の細胞株である HepG2細胞への取り込みを評価した。その結果、

東京化成製の PUが細胞に最も多く取り込まれることがわかった。そこで、この PUあるいは AGとポリリジンとのコンジ

ュゲートを合成した。合成した各コンジュゲートの重量平均分子量は Pu-ポリリジンが 173000、AGーポリリジンが 18000

であった。このコンジュゲートをよ品、調製したナノ粒子のゼータ電伎を測定したところ、多1戒を使刑していないナノ粒

子は-49.8mVであったのに対し、 PUナノ粒子は-10.1mV、AGナノ粒了ーは-17.9mVであった。よって、ナノ粒子表耐を PU

や AGが被援していることがわかった。また、疑似生体EPI境下でこれらナノ粒子からのリパピリン放出挙動を解析したと

ころ、リパピリンは初期パーストすることなく約4週陪にわたりナノ粒子から徐放出された。よって、ボリ乳酸内にリ

パビリンを封じ込めることで長期間にわたりその薬理効来在持続できると考えられる。

次に、ナノ粒子と H叩 G2細胞との相互作燃を検討するため、蛍光物質でラベルしたナノ粒子を作製した。ローダミン B

イソチオシアネートをボリ乳酸末端に導入したアミノ基に結合させ、ポリ乳酸-ローダミンを得た。ニのボリマーを)IJし、

調製したナノ粒了ゐと HepG2細胞とをインキュベートし蛍光観察したところ、予想に反し AG被穏ナノ粒子より PU

ノ粒子の方が取り込みが少なかった。よって、 PUは AGよりもボリマーとしては細胞に取り込まれやすいが、ナノ粒子で

は PUよりも AGで被覆した方が取り込まれやすくなることが明らかになった。以上より、以後の試験では AGで被覆した

ナノ粒了ーを製剤候補とした。

このナノ粒子を周い宣言j物の体内動態解析をおこなった。マウスを肘いリパピリンの肝臓集積性を評価したところ、リ

パピリン水溶液を投与した場合に比べ、ナノ粒了令では顕著に集積性が憎大し全投与.f設の少なくとも 50%程疫

積できることがわかった。さらに、リパビリン水溶液では投与 1日後に

では投与 7日後においても全投与ー量;の 25%程度が残存していたことから、

できなかったのに対し、ナノ粒子

ノ粒子から薬物が徐放出されてい

ることが示唆された。また、蛍光ラベルナノ粒子の投与 2時間後に肝織の凍結切片を蛍光観察したところ、ナノ粒子が

主として肝実費維胞へ集積してし、ることがわかった。

さらに、このナノ粒子の薬理効巣を検討した。ヒト肝実質細胞を移髄したキメラマウス (PXBマウス、 PhoenixBio

にとト C型肝炎ウイルス 1bを感染させることで、 C型肝炎モデル動物とした。 PEG-インターブエロンとリパピリン封

入ナノ粒子、あるいは PEG-インターフエロンとリパピリンを投与し、血清中のウイノレス附A盆からウイルス量を定量し

たっその結果、インターフエロンと 20分の lの量のリパピリンを含有したナノ粒子を投与した場合でも抗ウイルス効果

が確認できた。しかしながら、今回の投与量では、インターフエロン単独投与でも強い抗ウイルス効果が認められ、リ

パピリン併用による粉粂/相加効果が確認できず、明確なナノ粒子の有効性が判断できなかった。また、ナノ粒子を投与

したマウスで体重減少は観察されずナノ粒子の毒性は認められなかった。以上より、このナノ粒子は、肝臓へのターゲ

ッテイング能と薬物徐放機能を兼ね備えていることがわかった。しかしながら、疾患モデル動物での試験からは、

な薬理効果が現時点では確認されておらず、投与量・投与間隔などの条約二を再設定することにより更に検討を進めてい

く必要がある。



研究結果(つづき)

②ぶどう膜炎治療矧DDS医薬

|部開:市

[実績報告書総合7-4] 

I~!ß: 石原務

第二には、疾患部位へ受動的にターゲッティングを達成できる DDSデノくイスの開発をおこなった。治療を目指す対

象疾患としてぶどう膜炎を選択した。ぶどう膜炎は眼のぶどう膜に炎症が起きる疾患であり、霧視や差明感などの症状

があらわれることが多い。その治療には、ステロイドなどの点眼薬が使われるが、眼の奥の炎症が強い場合にはステロ

イドや免疫抑制薬の全身投与が行われている。実際に免疫抑制剤であるネオーラル吋薬物名、ンクロスポリン A(CsA)]は、

経口投与により非感染性ぶどう膜炎の治療に臨床利用されている。しかしながら、このような全身投与では、副作用や

局所での有効濃度維持に課題が残る。そこで、本研究では、薬物の炎症組織へのターゲッティングおよびそこでの薬物

徐放による有効濃度の長期持続を達成するため、新たなDDS製剤の開発を試みた。

ポリ乳酸のコアの中に CsAを封入し、かっ PEGで表面を覆ったナノ粒了ーの調製を行った。調製したナノ粒子の粒子径

はlOO~130nm、 CsA 封入率は 2~開であった。疑似生体環境下での粒了ゐからの CsA 放出試験を行ったところ、 DL 体のポ

リ乳酸から調製したナノ粒子ではほとんどの CsAが2日ほどで放出されてしまった。一方、 L体のポリ乳酸のナノ粒子で

はおよそ 25日間に渡り 0次放出されたことから、このナノ粒子は生体内でも CsAを徐放出し薬効そ持続できることが示

唆された。次に、蛍光色素 (Cy7)をラベルしたナノ粒子を調製し、これを invivoイメージングに供した。末端にアミノ

基を導入したポリ乳酸に Cy7-NHSを添加することでポリ乳酸…Cy7を合成した。このポリマーを用い調製した Cy7ラベル

ナノ粒子をラットに投与したところ、正常ラットに比べぶどう膜炎モデルラットにおいて眼球部へのナノ粒子の顕著な

集積がみとめられた。さらに、ナノ粒Tーの薬理効果を炎症スコアから評価したところ、既存薬である CsAを投与した場

合よりも明らかに強い炎症抑制効果が確認できた。

③癌治療用DDS医薬

第三には、対象疾患として癌に着目し、疾患部位である臆蕩組織に能動的に抗癌剤をターゲッティングできる DDS

デバイスの開発をおこなった。これまでの抗癌剤による化学療法の最大の諜題は、いかに副作用を最小限に抑えるかで

あった。病巣を認識してそこに薬物を集積させる能動的ターゲティング療法は、その解決策のーっとして期待される。

癌細胞は正常細胞に比べ、 トランスブェリン (TF)受容体が多く発現していることが知られており、リガンドとして TFを

用いることで能動的ターゲティングが可能になると考えられる。既に、リポソームやシクロデキストリン表面に TFを修

飾したキャリアが開発中であるが、これらのキャリアは薬物の放出速度を制御できない。そこで本研究では、抗癌剤を

ポリ乳酸のコアに包み込み、その表面を TFで修飾することで、薬物徐放とターゲテイングの二つの機能を兼ね備えた新

規のキャリアの開発を試みた。ナノ粒子は、末端にカルボキシル基を配した PEG-ポリ乳酸ブロックボリマーとポリ乳酸

を刷い溶媒拡散法により調製した (CA-NP)0 TFはブロックポリマーのカノレボキシル基に縮合反応により結合させ、眼外ろ

過精製することで TF修飾ナノ粒子 (TF-NP)を得た。ゼータ電位測定したところ、 CA-NPでは-12.4mV、TF-NPでは一2.8mV

であったことから表面への TFの結合が示唆された。 トリニトロベンゼンスルホン酸を用い TFの定量を行ったところ、

ナノ粒了。 1mgあたり 159μgのTFが結合していると算出された。細胞実験から、CA-NPより TF-NPが癌細胞株である HepG2

細胞や Hela細胞により多く取り込まれていることが確認できたことから、このナノ粒了眉は生体内で癌へのアクティブタ

ーゲティングが達成できることが期待される。

④遺伝子治療用DDS医薬

第四には、遺伝子治療を目指したDDSデノ《イスの開発をおこなった。 siRNAなどの核酸分子は次世代医薬品としての

利用が期待されている。しかし、 siRNAは生体膜透過性に乏しくまた生体内で速やかに分解されるため、薬物として矧い

るには何らかのキャリアが必要になると考えられている。そこで本研究では invivoで肝臓特異的に Sl間 Aを運搬可能

なキャリアの開発を行った。キャリアとしては、リガンド分子として機能する多糖の AGとsiRNAとイオンコンプレック

スを形成可能なポリカチオン(ポリリジン)からなるコンジュゲートを用いた。コンジュゲートと siRNAのコンプレック

ス形成を電気泳動により評価したところ、コンジュゲートのポリリジンセグメントと siRNAがイオン相互作用により結

合しコンプレックスを形成したことがわかった。このコンプレックスの粒子径を動的光散乱により測定したところ約

50nmと測定された。蛍光ラベルした siRNAとコンジュゲートのコンプレックスを HepG2細胞とインキュベートしたとこ

ろ、 siRNAが細胞に顕著に取り込まれることが明らかになった。

以上のように、本研究では基幹技術を発展させ主として四つのアプローチからDDSデノくイスの開発をおこなってき

た。これらのそれぞれのDDS医薬は将来的に新規医薬品としての上市が期待される。また、同様にこの基幹技術を応

用することで様々な疾患に対する新規医薬品を一気に創出できると考えられる。

注 必要に応じて，このページをご使用ください。
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3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

平成 25年度科学研究費補助金に関連研究として 13D画像解析による外科事術教育定量的評価法の開発J(基

盤研究 C、研究代表者:中山書之)が採用された。今後、本学術研究の成果物完成後に科学研究費に申請する

計画である。

※ r6 研究結果J について，ホームページ等での公開(~・否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，理白書を添付して下さい。
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|部科校名:自 l氏名:時之

4 研究目的

• 本研究の目的は、肝細胞癌(以下 HCC)の術前 CT画像から独自の画像解析システムを用いて客観的で普遍

性のある新たな肉眼分類法を開発することである。

く背景>HCCは東アジア、南欧、地中海沿岸を中心に世界各地で発生する悪性腫療である。近年は超音波検査、

CT検査、 MRI検査などの発達により早期診断が可能となり外科的切除も積極的に施行されている。しかし、いまだ我

が国では年間 3万人が死亡している。患者の予後改善のために個々の腫蕩特性に応じた治療方法が求められてい

る。特に HCCは門脈血行性に進展し容易に肝内転移を形成するが、術前診断において、どの程度このポテンシャル

を有する癌腫であるかを判定することは困難である。従来、 HCCの腫蕩形態は切除標本を判定し分類されたもので

あり、術前判定された形態分類はほとんど報告を見ない。また既報の分類は病理医の判定によるものであり人為的主

観が混入する可能性は避けられなカミった。

く目的〉本研究では術前 HCCの画像データから、新規に画像解析システムを開発し、従来にない形態分類法を構

築することである。研究の第一段階は独自の画像解析システムを開発し、生の画像データから腫療の形態特性を数

量化することである。第二段階は統計学的手法を用いて、各画像の数量化データをパターン化分類する。第三段階

は新たな肉眼形態分類と患者予後との相関関係を評価することである。第四段階は立体画像構築による 3D解析を

丘2ことである。

5 研究概要

く方法>CT画像のデ、ジタノレデータを集積し、癌形態を数値化できる画像解析システムを開発することを第一

目標とする。さらにデータ解析し臨床応用する。 I CT画像(2D) 長

1)画像データ集積 v 

肝切除術を施行された HCC患者の術前 CT画像から
HCC輪郭像U)作成

HCC輪郭像を作成する。画像トレーシングシステムを用 + 
画像解析システム【癌形態の数値化】

いて腫蕩最大径の部位で輪郭を抽出する。

2)画像情報の数値化システム構築 1.癌の直径

癌の直径、周径、辺縁の形態(凹みの大きさ、角度、個数)
2. 癌の周径

3. 癌辺縁の形態 数値化

などを定量的に測定できるよう数値化する新規システム くぼみの大きさ

を開発する。 くぼみの角度

くぼみの個数
3)分類システム構築、臨床データとの比較

+ 定量化された画像データを用いて臨床応用する。
臨床データとの関連性判定4)3D画像による癌形態の評価

CT平面画像から腫蕩の 3D画像を構築し形態分類する。

CT立体画像(3D) 3D癌形態の分類、臨床比較

1.形態の数値化とクラスター分類

HCC(3D)輪郭像の作成
阪 2. 臨床データとの関連性比較



6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

く患者選択〉

対象は 2004年 1月から 2009年 12月に肝切除を施行された肝細胞癌 468例から選択された。 233例は

非治癒切除、他臓器癌合併、ヨード過敏症、 CT検査未施行などの理由により除外された。のこり 235

が検討の対象となった。患者は 175人の男と 60人の女で構成され、年齢中央値は 70歳(範囲 36-83)で

あった。全ての患者に対して術前にルーチンに血液生化学検査(血清アルブミン、総ピリルピン、プロ

トロンピン活性値、 B型肝炎関連因子、 C型肝炎関連因子など)、腹部造影 CTスキャンが施行された。

肝切除適応は、 indocyaninegreen retention rate 15分値(ICGR15)に基づく切除範囲決定法に従って

決定された。画像診断で肝癌と診断された全ての腫療は根治的に切除された。肝機能評価は Child-Pugh

分類、肝癌評価は原発性肝癌取扱い規約に沿って判定された。

〈画像選択〉

対象患者に対する CT撮影は単純撮影と非イオン性造影剤を 600mglkgを注入後 20秒、 60秒、 120

秒のマルチフェイズ造影撮影が施行された。撮影された HCCのCT画像から腫蕩の輪郭像を抽出し、

分類に使用した。複数の腫療を有する患者では最大径の腫療のみが今回の分析に使用された。最初に放

射線科医師により CTが確認され、典型的肝癌と診断された後に、その腫蕩最大径における輪郭がトレ

ースされた。トレース図形は、本研究で新規開発された画像解析システムによりピクセノレ単位で計測さ

れ、腫蕩輪郭の凸凹の程度が評価された。

〈病理学的解析〉

肝癌の個数、直径、組織学的分化度、脈管侵襲、肝内転移、肝線維化が全ての切除標本において観察

された。組織学的分化度は Edmondson分類に従い、 最終的に 2人以上の肝臓病理医により肝癌取扱

い規約上の肉眼分類が判定された。

〈統計学的検討〉

統計学的検討は Kruskal-Wallis検定、 Bonferroni分析、主成分分析、クラスター分析が使用された。

患者生存解析には Kaplan-Meier法が用いられ、生存率比較には log-rank検定が使用された。全ての分

析は棟計ソフト SPSSを用いて検討され、 Pく0.05を持って有意差ありと判定された。

〈腫蕩輪郭の抽出〉

本研究ではトレースされた腫蕩輪郭像のみに注目し内部構造は検討されなかった。腫蕩輪郭の凸凹を

数値化するに当たってくぼみ領域を抽出する方法を開発した。研究初年度は腫蕩輪郭像を機械的にすべ

て自動化して抽出可能か検討した。一般的に肝癌は線維性被膜を有しており造影 CT晩期相において被

膜成分が高吸収像を示し腫蕩内部は造影剤の排出に伴う低吸収像を示す。また非腫場部は肝硬変または

慢性肝炎による線維化をともなっており腫蕩被膜部と比較して低吸収像をします。これらのコントラス

トの違いに注目して腫蕩輪郭像の抽出に必要な因子を求めた。しかし、上記画像選択でも述べたように

典型的肝癌の診断は放射線医師による肉眼的判断が必要であり現状では癌部のみを機械的に抽出する

ことは困難であると結論付けた。次に腫蕩輪郭像の一部を診断医が指定することにより輪郭像を抽出す

る方法を検討した。腫蕩被膜の一部を指定することで連続した高吸収像を自動的に追跡し輪郭像を把握

できるのではないかと考えられた。しかし、典型的肝癌は時に円脈、肝静脈などの主要脈管に近接して

発育しこれらの脈管は高吸収像を呈することから確実に腫蕩輪郭のみ抽出することは困難で、あった。最

後に、腫虜輪郭像はマニュアルトレースすることで、画像のデ、ジタル化が可能かを評価した。既に肝癌の

部位は放射線位により判定されており、この腫療について輪郭像のトレースが公正にできるかを複数の

検者によりトレースを行い評価した。その結果、トレースそのものは均一に施行され、解析に使用でき

ると判断された。



[実績報告書総合7-4] 

|部科校名:間 同:時之
研究結果(つづき)

〈目重蕩形態の数値化〉

トレースされた腫蕩輪郭像を数値化するにあたり、新規に画像解析アルゴリズムを検証した。 1つは「くぼ

み領域の有無を検出するアルゴリズムjである。ある図形内の任意の 2つの画素を結ぶ線分が、その図

形の内部の画素のみを通過するとき、この図形はくぼみが無く、凸と呼ばれる。この凸凹性を調査する

アルゴリズムを用いてくぼみ領域を検出した。次に「くぼみ領域を埋めるアルゴリズム」である。図形

内の任意の 2つの画素を結び、その画素を塗りつぶし行くとくぼみ領域を含む図形内の領域が全て塗り

つぶされる。最終的にこの 2つのアルゴリズムから「くぼみ領域を埋めるアルゴリズムJ- iくぼみ領

域を検出するアルゴリズム」でくぼみ領域を抽出した。続いて、どのような項目が腫蕩形態を的確に表し

ているかを検証した。腫蕩輪郭像から腫虜径、面積、周囲長、くぼみ領域の個数、面積、くぼみの深さ、底

辺、くぼみの周囲長、先鋭度など複数の項目を測定した。これらの値から様々な組み合わせの回帰式を構成

し、最も分離度が良いものを採用した。

〈腫療評価因子の意義〉

「腫蕩周囲長に対するくぼみ周囲長の割合J:癌の周囲長に対してくぼみ周囲長の値が大きい症例で増

加する因子。従来の報告では腫蕩径が増加するに従い脈管侵襲や肝内転移が多く発生することが知られ

ている。腫療とくぼみ領域の大きさを定量測定し病理因子と比較することにより予後判定につながるこ

とが予測される。「腫場面積に対するくぼみ面積の割合J:癌の面積に対しくぼみ面積の割合が大きい

症例では増加する因子。従来の報告では単結節周囲増殖型に置いて脈管侵襲や肝内転移が多く発生する

ことが知られており、周囲に増殖した腫療がくぼみ面積と関連している可能性が示唆される。本因子に

より従来の肉眼分類を術前に類推できる可能性がある。「くぼみ深さのくぼみ底辺に対する比率にくぼ

み面積を乗じたもの J:尖っているくぼみを多く持ち、癌の面積に対するくぼみ面積の割合が大きい

症例で増加する因子。従来の報告に無い評価方法であり現在意義を確認中である。

〈客観性の検証〉

トレース画像の客観性を検証するため複数検者によりトレースを行った。それぞれの検者から得られ

た画像データについて相関関係を求め、非常に密接な関連性が認められた。従って本研究により得られ

たデータは、仮に第三者が実施しても同様の結果が得られる普遍性を持つ可能性が高いと考えられた。

く評価因子の絞り込みと臨床応用〉

上記の結果から分離度が良く合目的に画像の特徴を表現できる因子を検討中である。全ての因子を用

いることは臨床応用において煩雑であり、より簡便に使用できるように因子の絞り込みが重要である。

その基準として画像的に分離度が良く、肉眼的にも分類して矛盾の無いものが望ましい。最終的には 1

因子で代表させたいが、困難な場合は 2因子に絞り込み主成分分析で 1因子化させる方針である。

さらに最終決定された因子を用いて形態分類を行い、臨床病理学的特徴との比較検討を行う必要があ

る。客観的に評価された輪郭像数値化データを、クラスター分類法を用いて公平に形態分類を行う予定

である。現在、最終的分類には至っていないが、テストサンプルを用いて分類した結果 3"""'-'5形態に分

類できることが分かつた。現在、普遍的な分類作成を目指している。従来の肉眼分類は切除標本の割面

を病理医が視認法で確認し判定されていたが、主観的な成分が含まれる危険性が残っている。われわれ

の分類法が完成することにより客観的で公平な分類が行われるものと考えられている。

く臨床データとの相関〉

CTデータを解析した壱、者について臨床データを調査した。血液生化学検査、病理学的因子、生存、再発、

再発様式を評価し、画像解析データと合わせて多変量解析を実施中である。累積生存および無再発生存

に寄与する因子を評価中である。

注必要に応じて，このページをご使用ください。
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1部 科 校名:四 |氏名:中山書之

研究結果(つづき)

〈腫療の形態分類と患者予後予測との関連性〉

Kanai らは 1987年に 3cm以下の HCCを対象に肉眼分類を提唱し、それは病理学的門脈腫蕩栓

(macroscopic portal vein tumor thrombus: vp)と密接な関連性があることを報告した。また、 Wakai

らは術前 CTで描出された 112人の HCC形態を調査し、肉眼的に lobulartype， non-lobular typeに分

類し前者の生存が良好であることを報告した。このように腫療の形態は、時に患者の予後を規定する因

子となるため、われわれの分類法が患者予後といかなる関連性があるかを因子分析する必要がある。平

成 24年度内において最終的な分類は未決定であるが、上記テストサンプルによる分類では、「腫蕩面積

に対するくぼみ面積の割合Jおよび「くぼみ深さのくぼみ底辺に対する比率にくぼみ面積を乗じたも

の」が小さいほど脈管侵襲が少なく予後良好である傾向が認められた。術前の画像データから客観的

に予後を判定できる可能性があるため、最終成果物において検証する予定である。

く3次元 CT画像解析〉

継続研究の課題として近年、急速に発達している 3D画像への対応が挙げられる。 HCCは類球形を呈し

ており、膨張性に発育するという生物学的特徴を有している。今回の研究では腫療の最大径における CT

画像(2D)のみを評価対象としたが、腫壌の全スライスを評価することにより一層の臨床病理学的特徴が

得られる可能性がある。テストケースとして 3D構築された画像を用いて、 2Dと同様の検証を行った。

その結果、時間を要するが立体画像を解析することは可能であり、表面を構成する画素を定量化できる

ことが判明した。平成 24年度研究では構築ソフトの見直しを行い、数 10分で立体画像が完成できるよ

うに目標を設定した。汎用性を考慮しスーパーコンビュータではなくワークステーションを用いた。画

像解析には楕円法、近似値法など数値の代表的な部分のみを測定する方法を採用した。これにより、計

測時間の短縮、データ容量の縮小化ができると思われ、症例の追加、測定方法の改善を繰り返し行った。

平成 25年 3月現在、すべての症例において無条件に 3D画像が構築できるわけでないが、腫場径 3cm以

上で(小型より大型の方が認識しやすかった)、比較的平滑な腫療面を持ち、周辺に主要脈管がない症例

において数 10分で目的を達成することができた。現在、 2Dトレースと同様にすべての画像をオートで

抽出するか、もしくは部分的にマニュアル操作を残しながらセミオートで 3D画像を構成するかの検証

を行っている。最終成果物として 3D立体画像を用いて腫蕩形態分類と臨床データとの相関を発表でき

るよう鋭意準備中である。万一、すべての結果を本研究助成金の提出成果物として発表が困難な場合は

腫蕩条件を制限し解析可能な症例の身について成果報告する予定である。

〈切除標本の客観的形態分類〉

前述の Kanai分類は病理医の肉眼的分類であり、主観性を伴うが、 CT画像処理の方法を用いて客観的

に分類できる方法を開発中である。切除標本を観察する場合に腫蕩最大割面で肉眼的に評価するが、こ

の標本写真を解析に用いた。当科ではすべての肝癌症例を写真撮影している。この写真が CT画像と異

なる点は、 1)資料がカラー画像であること、 2)切除標本はブルーパックを背景に撮影されており、肝表

面から突出する標本で、はブルーとの境界を検出する方法の開発が必要なこと、 3)腫蕩と脈管との鑑別が

困難なこと、などの問題が考えられた。平成 25年度研究において、色・コントラスト解析により腫蕩

辺縁と非腫蕩部との自動分離に成功した。現在、各症例について解析を進めている。

<3D画像分類、切除標本形態分類の臨床応用〉

それぞれの分類と臨床データとの関連性を比較し最終成果物において発表する見込みである。 3D構築

された画像を丁寧に観察すると腫蕩最大径付近ではなく、周辺に置いて辺縁に不整な形態を示すものが

存在した。これらの画像と予後との関連性を検証する必要がある。従来の切除病理分類では腫蕩最大径

でのみ評価が行われていた。現在、腫虜最大径のみで評価するのが良いか、周辺領域を加味するかの検

言すを行二っている。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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[課題番号 | 総… | 

平成24年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 25年

日本大学学長殿

氏

所属・資格 歯学部・准教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

歯髄細胞から樹立した誘導多能d性幹細胞のエピジェネティック記憶の解析と歯の再生

2 研究組織

氏 名

0研究代表者名

本田 雅 規

0研究分担者

前野正夫

清 水 典佳

白 川 哲夫

磯川桂太郎

花 津 重正

森友忠昭

加野浩一郎

鳥 海 拓

所属部科校・資格

歯学部/准教授

歯学部/教授

歯学部/教授

歯学部/教授

歯学部/教授

生物資源科学部/教授

生物資源科学部/准教授

生物資源科学部/教授

歯学部/助手

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

申請なし。

役割分担

研究統括・歯の再生

幹細胞の分化誘導

ヒト組織の採取・培養

|ヒト組織の採取・培養

微細形態解析

iPS細胞の作製

造血細胞から iPSの作製

幹細胞の未分化性の解析

iPS細胞の作製と歯の再生

※ r6 研究結果」について，ホームページ等での公闘志否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，理白書を添付して下さい。

4月 4日

⑤ 



4 研究目的

我々の最終目標は，成体から入手可能なヒト成体細胞から臨床に応用できる再生歯(歯目杢)を作製し，

新しい歯の代替法となる技術を確立することである。その基盤研究として，この研究課題では iPS細胞

を作製するための細胞源として歯髄組織が有効であることと、エピジェネティック記憶が存在すること

で，歯の再生には歯髄細胞が iPS細胞の細胞源として，他の細胞より有効であることを明らかにするこ

とである。

具体的な内容を以下に示す。

1 )歯髄組織内の部位による iPS細胞の作製効率を検討し，最適な部位を明らかにする。

ヒトの歯には乳歯と永久歯があり，乳歯は永久歯に交換されることから，最も侵襲の少ない間葉系幹細

胞の採取部位として考えられる。したがって，第一の研究として，乳歯歯髄と永久歯歯髄細胞の樹立効

率と歯髄組織内の音附立による樹立効率を比較し，最も樹立効率の高い細胞源を探索する。

2) iPS細胞の樹立効率に関わるマイクロ RNAの網羅的解析

製品化された miRNAマイクロアレイを用いて網羅的な解析をおこなうことで，歯髄の部位による iPS

細胞の樹立効率に関わる miRNAをマイクロアレイ解析で明らかにする。

3)樹立した iPS細胞のエピジェネティック記憶の存在を明らかにする。

歯髄細胞から樹立した iPS細胞をエナメル上皮細胞と共培養することで，象牙芽細抱に分化誘導させ

る。対照群として，造血幹細胞，ヒト線維芽細胞およびヒト歯根膜細胞から樹立した iPS細胞を用いる。

これらの細胞間の象牙質細胞への分化誘導における比較実験から歯髄細胞から作製した iPS細胞が象牙

芽細胞への高い分化能を持つことを明らかにし，エピジェネティック記J憶の存在を示す。

5 研究概要

1. iPS細胞樹立のための細胞源の獲得

矯正治療にて不必要となった乳歯および永久歯からヒト歯髄，歯根膜および歯肉組織を採取する。乳

歯と永久歯は，歯冠部と歯根部に分離する。次に組織を細片し組織片培養法にて，細胞を増殖させる

2.歯髄細胞における未分化維持機構に関与している遺伝子発現の解析

それぞれの細胞の未分化性を比較するために，未分化マーカーとして知られている Oct3/4，Sox2， 

Klf4， c-Myc， Lin28， Nanog， Rexl， UFTlの発現をリアルタイム PCRで比較解析する。これらの未分化

因子の発現と iPS細胞の樹立効率の結果との関連性を検討する。現在、乳歯歯髄細胞は 3試料と永久歯

歯髄細胞は 7試料は採取済みであり、歯髄パンクからも細胞が入手可能となっている(利益相反は無い)。

対照群として皮膚線維芽細胞や造血細胞から iPS細胞を樹立して，その樹立効率を比較検討する。

3. ヒト多能性幹細胞(iPS細胞)の樹立・継代・維持

研究協力者(高山)らが確立した手法に従い， iPS細胞誘導用 VSV-Gウイルス酸d性293GPC細胞株を用

いて iPS細胞誘導因子発現ベクターMXs-OCT4，MXs-SOX2， MXS-SOX2， MXs一CMYCの濃縮液を各細胞に添加

して， iPS細胞を樹立させる。培養 20日前後で IPS細胞のコロニーが観察されるので、 iPS細胞の樹立

効率を比較検討する (ALP染色)。コロニーが十分大きくなったら 1: 3で継代する。

4. 樹立効率を決定するマイクロ剛Aの同定

miRNA解析用の AgilentTechnologies杜のマイクロアレイは 60mer前後のオリゴヌクレオチドプローブ

で完成型の miRNAを検出できる。そこで，有意差が見られた歯髄細胞から totalRNAを抽出しマイクロ

アレイ解析後，データベース解析において同定する。解析後はリアルタイム PCRにて確認する。



[実績報告書総合7-3] 

|部科校名:歯学部 |氏名:本田 雅規 | 
6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

1.ヒト乳歯から分取した歯冠部歯髄と歯根部歯髄から間葉系細胞の採取

日本大学歯学部付属歯科病院にて，矯正治療のために抜去が必要となった 7歳男児の上顎左側乳中

切歯を抜歯(歯の状態は歯根吸収は認めない)後，歯髄組織を採取し，歯冠部と歯根部で分離した。

歯冠部歯髄及び歯根部歯髄の両組織片(直径 1mm)を直径 35mmディッシュに静置し，組織が浮か

ないように， 15%FBSおよび 1%のペニシリンストレプトマイシン添加の MEM-α(wako)0.5m1を添

加した。培養 3"'5日後に，静置した各組織から細胞を外生した。それらの細胞群を歯冠部歯髄由

来間葉系細胞と歯根部歯髄由来間葉系細胞とし，継代・培養後，パンパンカー液(日本ジェネティ

クス)中に移し， -80
o
Cのフリーザー内にて凍結保管した。

2.ヒト乳歯の歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞からの iPS細胞の樹立

効率の検討

l)iPS細胞樹立用細胞群の調整

iPS細胞の樹立を試みるために， 1. で獲得したヒト乳歯から採取した歯冠部および歯根部歯髄

由来間葉系細胞を利用した。また対照、群として，東京大学医科学研究所が CellAppricationより

購入した新生児皮膚線維芽細胞(HDFn)を利用した。それぞれの細胞を 15%FBSおよび 1%のペニシ

リンストレプトマイシン添加の MEM-α培地(wako)で培養・増殖し， iPS細胞の樹立には各歯髄由

来間葉細胞において継代数十5回， HOFnは継代数9-10回の細胞群を用いた。

2)iPS細胞の樹立

iPS細胞の樹立方法は高山らの方法に従った。 (Takayamaet a1. J. Exp. Med. Vo1.207 No.13 

2817-2030， 2010) 0 1)で調整した各細胞群を 2.0x105個播種した (OayO)。翌日と翌々日 (day1 と

2) の連続 2 日間，レトロウイルスベクターで導入された iPS細胞誘導因子である Oct3/4，

Sox2，KLF4，c-Mycの4因子または c-Mycを除いた 3因子を各細胞群に感染させた。 Oay7において，

100-mmディッシュに播種したフィーダー細胞 (MouseEmbryonic Fibrob1ast;MEF)上に， iPS細

胞誘導因子を導入した各種細胞群を 5x104個播種した。その翌日 (day8) に，培地をヒト ES!iPS細

胞用培地 (OMEM/F12，20同KNOCKOUTSerum Rep1acement， NON-ESSENTIAL AMINO ACID SOLUTION， 

2-MerCAPTOETHANOL， 5ng/m1 basic FGF， 2mM L-グルタミン， 100Uペニシリン， 0.lmg/m1ストレ

プトマイシン)に交換し，その後，培地を 2日に 1度交換することで，培養を継続した。

4因子(Oct3/4，Sox2， KLF4，c-Myc)を導入した細胞群において， Oay30にアルカリホスファター

ゼ (ALP)染色(VectorLabo1atories)を行ない，陽性を示した iPS細胞様コロニ}を顕微鏡下

で観察し，そのコロニー数を数えた。形態学的に iPS細胞様であること，およびALP染色が陽性

であることの二つの条件を示すコロニーを iPS細胞のコロニーと定義し，そのコロニー数により樹

立効率を計算した。

3因子(Oct3/4，Sox2，KLF4)を導入した細胞群においては， Oay35に4因子と同様な評価方法を用

いて，樹立効率を計算した。

細胞の種類

歯冠部歯髄間葉系細胞

歯根部歯髄間葉系細胞

皮膚線維芽細胞

4因子での樹立効率(%) 13因子での樹立効率(%)

0.0007 

0.0013 

0.0007 

0.0034 

0.0167 。
歯根部歯髄由来間葉系細胞は歯冠部歯髄由来間葉系細胞より 4因子の導入において 2.0倍， 3因

子の導入において約 5倍樹立効率が高くなる結果となった。



[実績報告書総合7-4] 

l部科校名:歯学部 |氏名:本田雅規

研究結果(つづき)

3.ヒト乳歯の歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞のウイルス導入効率の

比較

歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来問葉系細胞における iPS細胞の樹立効率の違い

が明らかとなったので，次に，前記両細胞のウイルスの導入効率に違いがないことを確認した。

6ワェルブ。レートの 1ウェルにつき，ヒト乳歯の歯冠部および歯根部歯髄由来間葉系細胞群を

1. Ox105個播種後，15%FBSおよび 1%のペニシリンストレプトマイシン添加の MEM-α培地(wako)
にて培養した。播種翌日， GFPで標識した pMYベクター(タイター:2x107 IU/ml) を

M.O. 1 (Multiplicity Of Infection)lにて感染後，最終濃度 10ug/mlのProtamineを添加した。ウ

イルス感染より 2日後にフローサイトメーター(BD社 Aria)にて， GFP陽性細胞を検出し，導入効

率を解析した。平均GFP陽性細胞の割合を測定したところ，歯冠部歯髄由来間葉系細胞は 38.75仇
歯根部歯髄由来間葉系細胞は 37.28切となった。 t検定による統計学的解析の結果，両細胞のウイル

ス導入効率に有意差は認めなかった(n=4)。
この結果から， iPS細胞の樹立効率の違いは，細胞の特性の違いによるものであることが示され

た。

4.ヒト乳歯歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立した iPS細胞の

同定
2.と同じ歯冠部歯髄由来間葉系細胞と歯根部歯髄由来間葉系細胞に iPS細胞誘導因子の 4因子

を導入して，形成された iPS細胞様コロニーをES細胞関連遺伝子の発現解析と抗体を用いた免疫

細胞化学的な解析を行い，樹立した iPS細胞様コロニーが iPS細胞であることを確認する。この実

験では，遺伝子導入後 23日目に iPS細胞様コロニーを回収し， 電離放射線処理した MEF上にて，

継代・培養して，それらのコロニーを維持し，解析に用いた。

l)ALP染色による iPS細胞コロニーの確認
歯冠部および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立され， 11もしくは 12継代した各 iPS細胞3ク

ローンずつにおいて， ALP染色(VectorLabolatories)を施行した。すべてのクローンはALP陽性で

あることが示された。

2)遺伝子発現の解析
継代数7回目の iPS細胞様コロニー形成細胞の遺伝子発現解析を行った。実験には，歯冠部歯髄

由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立された iPS細胞のクローンをそれぞれ3

つの細胞群を選択した。
はじめに，フィーダー細胞と iPS細胞様コロニー形成細胞との分離を行なう目的で， Alexa647-

抗 SSEA4抗体(BD560796)を付与後，フローサイトメーター(BD社， Aria)にて，抗体陽性細胞群を

分取した。次に，分取した細胞群を TRIZOLRegent (Life Technologies)を用いて Total剛Aを抽

出し， Rever Tra Ace qPCR RT Kit (TOYOBO)でcDNAに変換し， Takara Ex Taq Hot Start Version 
(Takara)を使用して RT-PCR解析を行った。 GAPDH(22サイクノレ)を内部標準として用いた。歯冠部お

よび歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立された iPS細胞様コロニー形成細胞は，未分化細胞に特異

的なRex1，Nanog， Oct3/4， Sox2 (24-27サイクル)を発現した。外来性の4因子(Tg-Oct3/4，Tg-Sox2， 

Tg-c-Myc， Tg一KLF4)はday7には発現していたが， iPS細胞様コロニー形成細胞には発現が抑制され

たり，減少していた(21サイクノレ)。

3)免疫細胞化学的な解析
歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立されたiPS細胞様コロニー

のクローンをそれぞれ3つずつ (11もしくは 12継代目)を選択した。 ES細胞に特異的に発現して



いる表面抗原マーカーである SSEA4，TRA-1-60， TRAート81について，免疫細胞化学にて観察した。

6ウェルプレートに電離放射線処理したMEFを播種後，それぞれ3クローンの iPS細胞様コロニー

を5日間培養した。培養後の細胞を 4%パラホルムアルデヒドで 15分間固定し， O.l%Triton-Xを

含む PBSで透過処理後， 4%正常ヤギ血清を含む PBSで 30分間ブロッキングした。次に， ES cel1 
characterization kit(Chemicon， SCR001)を用い，ブロッキング液で 50倍希釈した一次抗体を 1
時間作用させ， PBSで500倍希釈した二次抗体を 1時間作用させた。なお，使用した二次抗体は以

下のとおりである;Alexa-488-標識抗ーマウス IgG(Invitrogen A11029)， Alexa-594-標識抗ーマウ

ス IgG(Invitrogen A11032)。
歯冠部および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立された iPS細胞様細胞コロニーは， SSEA4， 

TRA-1-60， TRAート81を発現していることが確認された。

4)核型解析

誘導された iPS細胞様コロニー形成細胞の染色体異常の有無を調べるため，G-bandによる核型解

析を行なった。

歯冠および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立された 20継代目の iPS細胞様コロニー形成細胞

を培養し， 日本遺伝子研究所(仙台)に解析を依頼した。

結果はどちらも 46，XY[20]で，染色体に異常は認められなかった。

以上 1)-4)の結果より，乳歯歯冠部歯髄由来間葉系細胞および乳歯歯根部歯髄由来間葉系細胞か

ら樹立した細胞は，いずれも iPS細胞であることが確認された。

5. ヒト乳歯歯冠部および歯根部歯髄間葉系細胞からの樹立した iPS細胞の多能性解析

ヒト乳歯歯冠部および歯根部歯髄間葉系細胞からの樹立したiPS細胞の分化多能性を確認するた

めに奇形腫形成能を検討した。

1)奇形腫の形成実験

実験動物は 7-8週齢の NOD/SCIDマウス(♂)を使用した。歯冠部および歯根部歯髄由来間葉系細胞

細胞から樹立した iPS細胞を回収し， iPS培地で細胞塊の浮遊液を遠心した。ベレットを 10uMの

Y-27632を添加した coldPBS液にて懸濁し， 0.5-1. Ox106 cel1s/20ulになるように細胞の懸濁液

を調整した。そして，ハミルトンマイクロシリンジにて，マウスの片側の精巣の被膜下に細胞を注

入した。細胞注入 10-12週後に錨パラホルムアルデヒド液で潅流固定をし，試料を摘出し浸漬・固

定した。組織学的解析法の通法にしたがい，脱水，透徹，浸潰しパラフィン包埋し，試料は 4umで

薄切してヘマトキシリンおよびエオジン染色した。

2)組織学的な解析

歯冠部歯髄由来 iPS細胞を移植した試料の染色結果は，代表的なものとして消化管様構造，脂肪

細胞様の形態，色素上皮細胞様の形態を示した。また，歯根部歯髄由来 iPS細胞を移植した試料の

染色結果は，代表的なものとして消化管様構造，軟骨，神経管様構造を示した。

以上より，歯冠部歯髄由来間葉系細胞および歯根部歯髄由来間葉系細胞から樹立された iPS細胞

は，内陸葉，中日歪葉，外腔葉の細胞に分化し，特有の組織形成能を示したことから，分化多能性を
持つことが明らかとなった。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。



【別紙様式総合 7】
1課題番号 ! 総 12一 017 I 

平成24年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 25年 4月 15日

日本大学学長殿
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下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

口腔内痛発症の分子機構解明および治療を目指した研究拠点形成

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格 役割分担

0研究代表者名

篠田雅路 |歯学部/准教授 |研究の計画と総括

0研究分担者
，モデ、ノレの作成と免疫組織標本作成

小林真之 歯学部/准教授
延髄神経細胞のパッチクランプ解析

野間昇 歯学部/准教授 基礎研究結果に基づく治療法の開発

阿部修 医学部/教授 fMRIを用いた口腔患者の脳機能解析

小見山道 松戸歯学部/准教授 口腔痛患者の癖痛評価

合計 5名

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

篠 田 雅路 基盤研究 (c) 採択

小林真之 基盤研究 (c) 採択

小見山道 基盤研究 (c) 採択

阿部修 基盤研究 (c) 採択

阿 部 修 新学術領域研究 採択

(研究協力者)
本田訓也 若手研究 (B) 採択

※ r6 研究結果Jについて，ホームページ等での公開(@・否) いずれかをOで囲んでください。

否の場合は，理由書を添付して下さい。
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4 研究目的

高齢化が進む現代社会において、 QOLを高く保ち高齢者が健康な生活を送るためには、口腔機能が

損なわれることなく正常に保たれ、口腔から栄養を摂取することが非常に重要な要因の一つであると考

ネられる。口腔からの栄養摂取が身体の栄養の維持だけでなく、全身の健康維持にとって栄養維持以外

の重要な要素であることは間違いのない事実である。そして、口腔からの食物摂取を維持するためには、

口腔機能を正常に保ち、口腔内環境を健康な状態にする必要がある。

しかし、口腔内環境を著しく悪化させる要因の一つである口腔内の痔痛異常に関してはほとんど研究が

なされておらず、その神経機構に関してはほとんどわかっていない。そのため、舌痛症や舌神経損傷後

の神経因性癖痛をはじめとする様々な口腔内痔痛異常に対する原因療法を開発することが困難である。

そこで本研究では口腔内痔痛異常の神経機構を解明するため、まず、口腔内に痔痛異常を引き起こすと

考えられる以下の口腔痛モデルを作製する。1.舌神経損傷モデル、 2.起炎物質を投与した口腔内炎

症モデル、 3.TNBSを口腔粘膜に塗布した非炎症性の痛覚過敏モデルである。上記、 3種類のモデルを

作製し、口腔内に痛覚過敏およびアロデニアを発症しているかどうかを明らかにする。さらに、これら

のモデル動物を用い、三文神経節細胞における活動性および細胞内物質の変化、神経節内のグリア細胞

の活性変化を解析する。また、三文神経脊髄路核に存在する神経細胞の活動性変化およびグリア細胞の

動態を解明する。さらにヒトにおける中枢神経系の変調を探索するため、口腔内に侵害刺激を与えた場

合の脳波の変化および fMRIを用いた脳内の神経活動の変化を綿密に解析する。得られた基礎研究デー

タを基に、臨床研究として末梢神経系に対し、局所麻酔薬の投与あるいは各種刺激等を用いて神経の活

動性を低下させ、臨床応用が可能な口腔痛軽減方法を探る。

5 研究概要

1. 口腔肉痛モデルラットの作成および嬉痛関連行動の解析

口腔内炎症モデノレ:GFA、口腔粘膜切開、カプサイシンまたはカラゲニンを口腔粘膜に注射する。

非炎症性の痛覚過敏モデル:TNBSを口腔粘膜に 3日間 (1回/日)塗布する。

口腔癌モデル:肩平上皮癌細胞を舌に移植する。

歯牙移動モデル:歯牙に歯科矯正用ワイヤーにて機械的負荷をかける。

各モデルに対し機械および熱刺激を与え、逃避反射関値を計測する。

2. 各モデルの三叉神経節細胞における物質動態の変化および活動性変化の解析

深麻酔下で各モデル動物の三文神経節を取り出し、侵害受容器に発現する受容体の動態について免

疫組織学的手法および電気生理学的手法を用いて検索する。

あらかじめ口腔粘膜に 0.3略fluorogoldを投与し、各口腔痛モデルにおける痛覚過敏発症後の三文神

経節を摘出し、免疫組織化学的手法を用いて痛み関連受容体陽性細胞数の変化を解析する。さらに

発現量の変化を Westernblot法にて定量する。

3. 歯髄神経への電気刺激による大脳皮質ニューロン記録

深麻酔下にて歯髄を露出し、歯髄神経への電気刺激による大脳皮質ニューロン活動を電位感受性色

素を用いて、記録した。

4. 口腔内嬉痛異常を有する患者の評価法の確立

被験者に対する触覚闇値とピンプリック刺激痛関値の計測は，口腔内の有痛部位と対照部位にて，

20種類の太さの異なる Semmes-Weinstein知覚テスターを用いて行う。まず触覚闘値の計測を行う。

被験者には，計測中は閉眼で被検部位に刺激を感じたち手を挙げるよう指示する。計測は 4.31番

のフィラメントから開始し、 stair-case法にて行う 2)。さらに計測が終了後、 VisualAnalog Scale 

にて感じた痔痛の強度を記録する。さらに口腔内異常痔痛発症における中枢神経系の変調を解析す

るため、実際に口腔内痔痛異常を有する患者に対し、口』空粘膜への機械刺激および温度刺激に対す

る反応性の変化について詳細に解析を行う。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

舌炎モデル

舌炎により発症する痛覚過敏に対する三文神経脊髄路核尾側亜核 (Vc)および上部頚髄 (C1-C2)にお

ける代謝型グルタミン酸受容体 5(mGluR5)の役割を検討した。ラット舌に CFAを皮下投与し、舌炎モ

デルを作成した。 CFA投与後 2週間、浅麻酔下にて舌に侵害熱または機械刺激を与え逃避反射闘値を

計測した。 CFA投与後 8日目、 VcおよびC1・C2におけるリン酸化 extracellularsignaト「句ulatedkinase 

(pERK)陽性細胞数を解析した。さらに、 pERK阻害薬 (P098059)または mGluR5選択的措抗薬

(MPEP)の持続的髄腔内投与による逃避反射闘値および pERK発現の変化を解析した。 また、無処置

ラットへの mGluR5選択的作動薬 (CHPG)の持続的髄腔内投与による逃避反射関値の変化を計測した。

その結果、舌炎により、舌に熱および機械痛覚過敏が発症し、 Vcおよび C1・C2において pERK陽性細

胞数が増加した。さらに、 P098059や MPEPの持続的髄腔内投与により、逃避反射闇値の低下および

pERK陽性細胞数の増加が抑制された。また、無処置ラットへの CHPGの持続的髄腔内投与により舌に

機械痛覚過敏が発症した。以上から、舌の炎症により発症する熱および機械痛覚過敏は、 Vcおよび

C1・C2における mGluR5の活性化を介した ERKのリン酸化が関与することが示唆された。

歯髄炎モデル

歯髄炎モデ、ルラットを作製し，隣在歯の歯髄刺激により興奮する三文神経節 (TG)細胞をリン酸化

extracellular signal-regulated protein kinase (pERK)を指標に検索し，歯髄炎によって隣在歯に引き起こ

される異所性癖痛発症における末梢機構の一端を解明することを目的とした。実験には， SO系雄性ラ

ット (8"-' 9w)をsodiumpentoba巾ital(50 mg I kg， i.p.)で麻酔した後，右側上顎第一大臼歯歯髄 (M1)

をカーバイトパーにて露髄した。その後， M1に逆行性神経トレーサーである FluoroGold (FG)と

complete Freund' s adjuvant (CFA)に浸漬したデンタルペーパーポイントを刺入し，グラスアイオノマ

ーセメントにて仮封を行い，歯髄炎モデ、ノレラットを作製した。 3日後，同側上顎第二臼歯歯髄 (M2)を

露髄し， 10 mMカプサイシンに浸漬したデ、ンタルペーパーポイントを刺入した。刺入5分後，ラット

を 4%パラホルムアルデヒド溶液にて濯流固定し、 TGにおける pERK陽性細胞の発現様式を免疫組織

化学的に検索した。三文神経節E枝領域において、 CFA群では，神経節細胞のうち約 12%が pERK陽

性を示した。これに対し， veh群では約 6%が pERK陽性を示した。 M1の FG陽性 TG細胞のうち M2

のカプサイシン刺激によって、 CFA群では約 38%、veh群では約 20%が pERK陽性を示した。カフ。サ

イシン刺激を行わない control群では約 4%であった。以上の結果から，以下のメカニズムが示唆され

た。 1)歯髄炎を引き起こした歯髄を支配する TG細胞が隣在歯をも同時に支配しており，隣在歯におけ

る侵害情報伝達が允進される。 2)炎症を引き起こした歯髄を支配する TG細胞が、隣接した他の歯髄を

支配する TG細胞になんらかの情報伝達を行い，興奮性の変化を引き起こす。

非炎症性の痛覚過敏モデル

舌痛症は、舌に炎症や腫療などの器質的な変化が認められないにもかかわらず痛覚異常を生じる疾患で

ある。本研究では 2，4，6-trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS)舌投与により舌痛症モデ、ノレマウスを作製

し、同モデルに生じる舌熱痛覚過敏に対するArteminの役割について検討した。 C57IBL6雄'性マウス

(7w)の舌背に TNBS(10 mg/ml， 1h)を投与すると、投与後 1日目より舌背に熱痛覚過敏が生じた。TNBS

舌背投与後 5日目、舌に組織学的変化は認められなかったが、舌背粘膜においてArtemin発現量が増

加し、抗Artemin中和抗体および TRPV1アンタゴニスト(SB366791)の投与により舌背の熱痛覚過敏

が抑制された。また三文神経節における舌投射Artemin受容体(GFRα3)陽'1生かっ TRPV1陽性神経細

胞数が増加した。さらにArtemin舌投与後 5日目に舌背に熱痛覚過敏が生じ、 SB366791の舌投与に

より舌背の熱痛覚過敏が抑制された。以上の結果から、 TNBS舌背投与により生じる舌背の熱痛覚過敏

は、舌背粘膜で増加するArteminによる舌投射ニューロンにおける TRPV1の増加が関与していること

が示唆された。
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研究結果(つづき)

口腔粘膜切開モデル

SD系雄性ラットの頬粘膜または口髭部皮膚を切開した。切開後 14日固まで、浅麻酔下にて頬粘膜また

は口髭部皮膚に熱あるいは機械刺激を与え、逃避反射闇値を測定した。切開後 3 日目、Transient

receptor potential vanilloid 1 (TRPV1)アンタゴニスト(SB366791)または TRPV2アンタゴニスト

(Tranilast)を切開部へ皮下投与し、熱あるいは機械刺激に対する逃避反射関値を経時的に解析した。さ

らに、あらかじめ逆行性トレーサ}を頬粘膜または口髭部皮膚に皮下注射し、切開後 1、3日目に濯流

固定した。三文神経節(TG)を摘出し、頬粘膜または口髭部皮膚へ投射する TRPV1または TRPV2陽性

細胞の発現を免疫組織学的に検索した。頬粘膜または口髭部皮膚切開後、機械および熱刺激に対する逃

避反射関値は低下した。切開 3日目、頬粘膜または口髭部皮膚へのTranilast局所投与により熱および

機械刺激に対する逃避反射闇値の低下が抑制された。しかしながら、頬粘膜または口髭部皮膚への

SB366791の局所投与による熱刺激に対する逃避反射闘値の低下は抑制されたが、頬粘膜への機械刺激

に対する逃避反射関値の低下は抑制されなかった。 TGにおける頬粘膜または口髭部皮膚へ投射する

TRPV1または TRPV2陽性細胞数が増加した。以上の結果から、 TRPV1が口腔内外の組織損傷後の機

械的刺激に対する痔痛感受性の違いに関与していることが示唆された。

眉平上皮癌モデル

肩平上皮癌細胞を舌に移植することにより、舌に機械痛覚過敏が発症することを見出し、舌癌による舌

痛モデルを確立した。現在、 TGおよび、 Vc-C1/C2における物質動態と活動性変化の解析、シナプス伝達

に関与する物質の同定および機能解析およびグリア細胞と神経細胞との機能連絡のメカニズム解析が

現在進行中である。

歯髄神経刺激による大脳皮質ニューロン活動

深麻酔下にて歯髄を露出し、歯髄神経への電気刺激による大脳皮質ニューロン活動を電位感受性色素を用い

て、記録した。大脳皮質SlおよびS2領域において、部位特異的にニューロン活動が記録できた。また、上顎歯

と下顎歯刺激による活動部位聞には大きな差が見られなかったことから、この活動部位の類似性が歯痛錯誤に

関与していることが示唆された。

舌痛症患者の心理的評価

舌痛症患者を対象に不安検査を行うと、健常者と比較し有意に日常的に不安を感じていることがわかっ

た。そして舌痛症患者に対して Cognitivebehavioral treatmentを行うことにより日常的な不安を軽

減できるだけでなく、舌痛も改善できることを見出した。この結果は、舌痛症の発症に中枢神経が関与

することを示唆するものである。この研究の概要は Journalof Oral Scienceに掲載された。

また、舌痛症患者の病悩期間の解析結果から、病悩期聞が長いほど欝および身体化の傾向が強いことを

見出した。この結果は、舌痛症患者は中枢神経に可塑的変化を起こしていることを強く示唆するもので

ある。この研究の概要も Journalof Oral Scienceに掲載された。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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平成 24年度 学術研究助成金〔総合研究〕実績報告書

平成 25年 4月 12 S 

日 本大学学長殿

氏 名 草 間 国 子

所属・資格 薬学部・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

血管・神経の老化・機能低下を抑制する治療薬に関する研究

2 研究組織

氏 名

0研究代表者名

草間関子

0研究分担者

高松 智

松崎桂一

益子 崇

矢久保修嗣

康瀬 大

上回ゆき子

所属部科校・資格 役割分担

薬学部・教授 統括神経保護薬の作用機序の解析

薬学部・准教授

薬学部・准教授

薬学部・准教授

陸学部・准教授

薬学部・助教

鹿学部・助手

EPC細胞の酸化ストレス評価

植物活性問分の成分研究

イオンチャネノレ動作抑制物質の評価

漢方処方の評価

化合物(材料生物)供給

サイトカインの測定

3 本研ー究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

草間関子 文部科学省科学研究費補助金挑戦的萌芽研究 平成25岨 26年 度運動神 経疾患モデルにお け

る神経血管ワイヤリングの解明と実験的治療 5000千円

主主子崇 文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C) 平成 25幽 27年度 中大の動脈閉塞モデノレマウスに

対するピク、、アニド誘導体の脳保護効果 平成 25年 4月~平成 28年 3月 5000千円

益子崇 知材活用促進ノ¥イウェイ「大学特許価値向上支援」ヒ守グアニド誘導体による新規脳機能保護薬

の開発および技術移転の促進 平成 25年 7月~平成 26年 3月 2999千円

※ r6 研究結果j について，ホームページ等での公原⑪・否) いずれかをOで閤んでください。否の場合は，理由惑を添付して

下さい。
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|部科校名:薬学部 |氏名:革開 園子

4 研究目的

長寿社会を迎えた我が固において、加齢に伴って生じる神経障害と心血管障害は悪性新生物と共に主要な

健蔵問題であり、血管と神経の機能を健全に維持することは、健慶長寿社会の観点からとりわけ望まれる。

本研究は総合大学院/医学部/薬学部で行ってきた血管保護作用物質に関する研究と、薬学部で行ってきた神

経変性抑制物質に関する研究を生理活性化合物で結びつけ、血管ーグリア細胞一神経細胞の健全な相互関係を

維持する仕組みの解明と新規薬物シード創製を目的としている。

血管と神経は密接な関連性を有している。問系は発生の段階から相互作用しており、神経活動に伴い局所の

血流の増加が生じる事や、高い透過選択性を有する脳血管関門の存在は中枢神経系の機能にとり藁要である。

一方、血管の老化、特に動脈硬化は、喫煙、ハイカロリーの食事、ストレスといった生活習慣やライフスタ

イノレと深く関連しながら、加齢と共に徐々に進行し、これに伴って高血圧症、心血管樟害・脳卒中・認知症

の発病へとつながってゆく。血管をいかに守るかが鍵となる。血管内皮前駆細胞(EPC)は、血管傷害の生理的

修復機構として骨髄中の造血幹細胞から発生し全身を循環している細胞である。 EPCは血管傷害部位、あるい

は血管発生部位において、内皮細胞に分化する能力を有する。冠動脈疾患や下肢虚血疾患に自己 EPCを体外

で増殖して虚血部位に移植するとしづ血管再生療法に既に応用されている。しかし EPCは老化や糖尿病、高

血圧、喫煙などの酸化ストレスにより減少し分化能力も低下する。 EPC細胞を保護することが上記の目的にか

なうわけで、薬物としてはアンギオテンシン II受容体措抗薬(ARB)、日遮断薬(sB)、硬質コノレチコイド受容体

遮断薬、スタチン剤等が有効であるが、さらに天然物や漢方薬の中から EPC保護物質を探ることは意義深い。

一方、神経障害に及ぼす血管傷害の影響については未だ不明の点が多いが、近年グリア、血管内皮、神経細

胞がユニットとして相互にかかわり合って神経変性疾患の発症につながることがわかってきた。薬学部での

基礎研究に基づいて、神経障害と関係、が深いグルタミン酸受容体チャネノレのスクリーニング系、並びに運動

神経脱落と血管傷害を伴う運動疾患ニューロラチリズム (NL)モデルを用いて神経保護作用物質を見出し、新

たな創薬シーズを見出すことをめざす。

5 研究概要

(1)神経保護作用物質の探索:培養神経細胞を用い、 NL原因神経毒s-ODAPで刺激した後の細胞死(酸化条件

下の細胞死ならびに活性酸素種の生成)を定量することで探索を行う。薬学部学術フロンティア「天然物ラ

イブラリーJプロジェクトで、既に約 30種類の真菌培養液に活性を見いだしている。また、神経細胞への

毒性軽減効果が多数報告されているサフラン (Crocussativus L)抽出エキスにも活性を確認している。こ

れら活性フラクションについては、菌の培養、抽出、有効物質の単離精製、構造決定を行う。

(2)神経細胞内カルシウム上昇を起こすチャネルを阻害する物質の探索:各種受容体チャネルクローンをアフ

リカツメガエル卵母細胞に発現させ、ボルテージクランプ法でチャンネル活性を評価し、活性を阻害する化

合物を探索する。既に NMDA-Rにおいてチャンネノレ阻害活性低分子を探索した実績がある。 NMDA-Rチャネノレ阻

害物質は co-agonistのポリアミンを模倣した化合物であり、同じくポリカチオンであるグアニジノレ化合物を

中心に検索する他、 TRPM2および 7チャネノレについても本系での発現と活性阻害剤の探求を目指す。

(3)血管保護剤の NLへの効果の検証: EPC保護物質として同定された ARB，sB，柴胡加竜骨牡蛎湯などは、

経口投与で生体の酸化ストレスを抑制、かつ、 EPCを保護する実績を持つ。 NLにおいて、酸化ストレスはそ

の発症背景として重要なものである。これらの薬物を母ラット/新生仔に投与(経口、飲水、皮下)し、十ODAP

による NLをどの程度防げるかを検証する。これらの物質に、 invivo NLモデルにおける出血抑制作用がある

かは神経・血管の相互作用の上からも興味深い

(4) ヒトにおける柴胡加竜骨牡蛎湯が与えるサイトカイン変動: 柴胡加竜骨牡蛎湯は不眠や神経症(交感

神経充進)が古来の対ー象疾患であるが、抗動脈硬化作用もあると推定されている。現時点では、柴胡加竜骨

牡蛎湯の EPC保護効果は抗酸化ストレス作用で説明されているが、 ARBや仰とは異なる性質を示している。

柴胡加竜骨牡蛎湯が自然発症高血圧ラット (SHR)の血中 IL-6濃度を有為に低下させたことから、 EPC保護作

用に関するサイトカインの役割は興味深い。そこで当初計画では、喫煙による血管内皮障害やサイトカイン

による炎症過程をヒトで測定し、その EPC保護作用と生体内サイトカインの変動を計測し、作用メカニズム

を解明する予定であったが、ヒトにおけるサイトカイン測定実験に対しては実施障壁が高く、その実行を見

合わせた。それに代わり、柴胡加竜骨牡蛎湯の投与により発現が変動する遺伝子を腎臓，肝臓、大動脈弓に

おいて検討した。その結果、変動した遺伝子は炎症関連のものが多く、柴胡加竜骨牡蛎湯による EPC保護作

用が炎症と関連する可能性が確認できた。以下、本計画については「柴胡加竜骨牡蛎湯投与により発現が変

動する遺伝子の間定」に内容を変更し報告させていただく。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

神経保護薬の探求

80 

o 

x:ぇ~日立ミム~ MS-493 
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H、~- .~-司~H、 MS時483

運動疾患モデ、ノレラットにおける神経傷害機構と運動蘇捧発症の抑制

運動疾患ニューロラチジズム (NL)の原因物質 s-ODAP(神経毒)を生後 O日のラットに連続皮

下投与すると、投与開始 3日目に後肢運動麻庫が生じ始める。このとき脊髄下部(腰髄・仙髄)で一過

的な実質内出血が見られたことから、運動神経傷害において血管系の破綻が深く関与するものと考えら

れた。そこで、後肢運動麻庫の発症初期の脊髄を用いて組織学的検討を行うと共に、神経傷害機構の一

端として、出血や低酸素時に関連する因子のうちへムオキシゲナーゼー 1(HO・1)の関与について検討

することで新たな運動神経傷害機構の解明を目指した。

{結果}①SMI-32抗体(運動神経マーカー)を用いて免疫組織化学染色を行った結果、コントローノレ

と比較して後肢運動麻嘩ラット腰髄組織における顕著な運動神経脱落と神経突起の減少が見られた。ま

たコントロール腰髄において、抗VEGFR-1抗体(車管内皮細胞マーカー)で陽性を示す血管内皮細胞

は、後肢運動麻庫ラット腰髄ではほとんど見られなかった。
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|部科校名:薬学部 |氏名:草間 国子

研究結果(つづ、き)

②また、同時期の後肢運動麻

庫ラット腰髄を用いてアポト

ーシスの有無を TUNEL法に

より検討した結果、血管また

はその周囲構造でアポトーシ

ス揚性像が認められた。③さ

らに HO・1(誘導型酵素)は

mRNAおよびタンパク質レベ

ルで、病変部位特異的にコン

トローノレと比較して 10倍以

上の発現増加が認められた。このとき HO幽2(構成型酵素)の発現に変動は見られなかった (Fig.3)。

④そこで五0・1阻害剤である亜鉛フ。ロトポルフィジン医 (ZnPP)を用いて泊四'VOにおける検討を行っ

た。方法は、生後 O日のラットにs-ODAPを皮下投与し、生後 1日屈と 2日目は ZnPPを腹腔内投与し

た 1時間後にs-ODAPを投与した。生後 3日目に後肢運動麻揮の存無を調べた結果、 s-ODAP投与によ

る後肢運動麻庫発現率は 42.4土1.3%であるのに対して ZnPP前投与により1.9土1.9%まで抑えられた

(Fig.4)。

現在は、本実験系用いて EPC保護作用を示す柴胡加者骨牡蛎湯による本モデル系での神経保護効果の

有無について検討している。

箆緩 p-ODAP+DMSO

CJ [l-ODAP+ZnPP 

後肢露軍書草 然疲状 死亡

Fig.4ZnPP投与による後肢成海発症の抑制

岳会p<0.01 

(
ま
)
叫
昨
罰
則
軌

Fig.3ラット脊髄におけるHO・1および
HO之のタンパク質発現

一間一一一副一一一一一時一一一一一一

神経保護作用を有する生薬成分の探索

ニューロラチリズムやALSなど、の神経変性疾患は、 NO、02・、 OH'を含む活性酸素種が神経細胞に

障害をもたらすことが原因のーっとして考えられている。抗酸化作用があると言われているレイシ

(GanodeTma lucidum) について細胞内の活性酸素種の濃度を概定することでその抗酸化能評価を行

った。エタノーノレ抽出物を、 HP-20カラムコムクロマトグラフィーにて 40%MeOH、70%MeOH溶出

したフラクション(GL009，GL010)に運動神経株化細胞 NSC34の保護活性が認められた。今後、分画を

進め活性成分を明らかにする予定である。

カロリー制限(CR)による NAD依存性ヒストン脱アセチル化酵素 Sir2の活性化・過剰発現は酵母や

線虫の寿命延長に関与している。一方、哨乳動物では Sir2ホモログである SIRT1にCRによる脳での

発現レベノレの増加、またポリグルタミン病の線虫モ I I 
デノレではSir2の過剰発現に伴い神経細胞死の抑制が 。、ÝN"'-，ノ許~ 。、〆N"'-，ノれ〉メ¥

報告されていることから、 SIRT1の活性化は神経細 I L I 1 L 11 J 
胞を保護する可能性を示唆する。そこで、神経細胞 ¥γ ........0，.......- ~O "(¥¥' ........0/ ""'0 "グ

保護を目的に SIRT1を活性化する生薬成分の探索 I (1) I (2) 

を行なった。ナス科のイヌホオズキを基原とするリュウキ (solanumnIgTUm)、クロウメモドキ科サネ

ブトナツメを基原とするサンソウニン (ZIzyphusjujuba vaz: spInosa) のメタノール抽出エキスに

SIRT1活性化が認められ、その活性本体を探索中である。

解熱、抗控室整作用があるとされる白僅蚕(カイコガBombyxmoriの幼虫が白債病菌BouytIsbassIana 

により硬直死したもの)の成分研究を行い、特異的成分としてdiketomorpholineの

4-methyl-6-(1-methylethyl)・ 3-(2-methylpropyl)ー 2，5-diketomorpholine(1)およびbassiatin(2)を単離

した。これらについては運動神経の機能低下抑制活性が認められなかった。
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研究結果(つづき)

ヒトでの血管保護薬の探究

①抗酸化食品および食生活週刊が修復細胞である EPCの機能への健常人での評価

タウリン摂取とマグネシウム摂取が EPCコロニー形成能、酸化ストレス、血管内皮機能、血清の不飽

和脂肪酸に及ぼす効果を臨床試験により評価した。{方法] 20・30識の健常男子(コントローノレ 42名、

タウリン投与群 40名、マグネシウム群 38名)を対象

とし、 2週のベースライン研究と 2週の栄養介入研究 鰍欄

の 2段階臨床試験を行った。ベースライン研究後、 慨

無作為害IJ付により試験食群と対照群とに分け、試験食 鞠

群にはタウリンを 3000mg/日経口投与、もしくはマ 悶

42 

努性信女性。

22.6 :1: 2.7 

21.7 % 2.4 

40 38 

5号性 40 女性。 労役38 女性白

22.8念 2.9 22.7 % 2.8 

22.3土 1.9 21.7土 2.1

グネシウム 340mg/日経口一投与した。対象群として乳 ftfT T-T …ー 一
118.9ま 8.1 117.0 t 6.6 

糖のプラセボを二重富検にて投与した。試験食介入前 山市町四日 一命_.. • _.-向 V JE 
259も宅8%

と後の 2回、採血、 24時間畜尿を行なった。 EPCコ 喫腕 儲 7.3本fday) (10.g 8.0本/叫) (7名品ゑfday)

ロニーアッセイを行い、酸化ストレスは血中 TBARS、尿中 80HdG、FRAS4 (BAP test，d-ROMs test) 
で評価した。さらに HOMA-Rでインスリン抵抗性を評価し、 Endo-PATによる内皮機能測定を行った。

また血清脂肪酸分析を行った。

[結果}全員の基礎EPCコロニー形成能と酸化ストレスマーカーである尿中 8・OHdGとの聞に負の相

関を認めた。タウリン群においては、介入後日PCコロニー形成能は有意に増加し、抗酸化力を示す BAP

testでは増加の傾向が認められ、末梢車中 TBARSは有意に{低下した。

マグネシウム介入群においては、 EPCコロニー形成能に増加の傾向が認められた。血清の脂肪酸解析

ではまた、タウリン群で、は飽和脂肪酸のミリスチン酸、パルミトレイン酸、 1価不飽和脂紡酸のオレイ

ン酸、多価不飽和脂肪酸のりノレイン酸、エイコセン酸、エイコサジエン酸、 ドコサテラエン酸、アラ

キドン酸が有意に増加したが、マグネシウム群では脂肪酸の変化は認められなかった。

今回の結果から、健常者において、 EPCコロニー形成能は

酸化ストレス状態で減弱し、抗酸化食品であるタウリンや 1脚

マグネシウム摂敢で増加することが認められ、抗酸化食生 3蜘

活が、 EPCの活性化、寿命延長を介して心虫管病の予防に E 
働くと考えられた。またタウリン摂取では血清の脂肪酸の 2叩

増加があったが、マグ、ネシウム摂取で、は変化無く、異なっ 34開

たメカニズ、ムで、抗酸也、 EPC機能の増加をもたらしている S加 多

と考えられた。今後、タウリンやマグネシウムを多く含む

金生活習慣を、血管内皮前駆細胞機能を高める保存的再生

医療として抗老化法療として、推奨に社会に還元する。

②柴胡加竜骨牡蛎湯投与により発現が変動する遺伝子の伺定

φ 

10 20 

80HdG 

柴胡加竜骨牡蛎湯による遺伝子変動を腎臓，肝臓、大動脈弓において検討した。

")00 

eCQ 

600 

0 

-~ 
'争

30 C ∞ 2却 300 4出

d-ROMs 

柴古月加竜骨牡蛎湯を投与した SHRと比較対照の未処置 SHRの遺伝子変動について DNAチップを用

いて調べたところ、腎臓において Clusterinならびに Osteopotin選結子の発現が柴拐加竜骨牡蝦湯投

与群で低下していた。 Treml1， START-related lips transfer domain， SOCS3， SOCS4， Lipocalin2につ

いても発現の抑制が見られた。変動が大きかった遺伝子の多くが炎症関連遺伝子であった。特に

Clusterinならび Osteopotinは腎臓における炎症のマーカー遺伝子として知られており、柴胡加竜骨ヰ上

概湯と炎症の関連が確認された。現在、各遺伝子について定量性がある RT子CRを実施中である。なお

これらの組織においては、 IL欄6の発現量は変動が無かった。 IL-6はJAK/STAT系を経由して、 SOCSの

発現を促す信号伝達分子であることから IL-6の低下が招くであろう STATのりン露変化量の変化を評

価する予定である。



研究結果(つづき)
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腎臓での Clusterinの発現量の比較(左図)

W 正常血圧ラット C:コントロールSHR，SK(+):柴胡加竜骨牡燐湯投与

により血管内皮前駆総胞(EPC)コロニー形成能が増加した SHR，SK(う:柴前

加竜骨牡燐湯を投与されたが EPCコロニーに顕著な上昇が無かった SHR。

Clusterinの発現は、正常血圧ラット (W)に比較すると、 SHR(C)では充進

しているが、柴胡力日竜骨牡蛎湯投与 SHR群では正常ラットなみに低下した。

柴胡加竜骨牡栃湯の投与が炎症を緩和すること、しかしそれだけでは機能性

EPC数の増加には十分ではないことが示唆される。

③抗炎症リード化合物Aromadendrinの合成

白桃花より前駆脂肪細胞の分化を促進し、アディポネクチンの分泌を促す活性を持つ

(28，35)幽(・)-aromadendrinを単離した。この物質には血管などの臓器の抗炎症効果が期待されるこ

とから、本化合物の立体化学と生物活性について検討を行うべく合成を試みた。すなわち、

2人6引 ihydroxyacetophenoneMonohydrateおよび、4需 hydroxybenzaldehydeを出発物質に用い、

aromadendrinの (2R，31す(+)イ本と(28，35)-(う-体の混合物を合成した。これをキラノレカラムにより

2種の鏡像体に単離した。今後、生物活性を評価し医薬品となりうるようなリード化合物の創生を

目指す。

CHO 
MOMO，-ザ/立、/OMOM

ll......1 + '-...，ジ人..._ / 

1 MOMO、~ ，OMOM /:'... ，OMOM 
rべ、 KOH ‘ 11 1 11 
に~ EtOH '--....;グ~、/、/

MOMO 0 OMOM MOMO 0 
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平成2ヰ年度 学術議究助成金〔総合頚究〕実績報告審

平成 25年 4月 1日

日本 大 学学長殿

氏 名 鈴木 孝

所属・資格 薬学部・教授

下記のとおり報告いたします。

1 研究課題

神経芽麗に対する締組内シグナル伝達機構を環的とした新規治療薬の開発と臨床応用

2 研究組織

氏 名 所属部科校・資格 役部分担

。研究代表者名

鈴木孝 薬学部教授
計画の立案と研究の統括、

化合物の生理活性の検索とその臨床応用
0研究分担者

本様重農 薬学部教授 特定の分子を標的とした化合物の合成

内山武人 薬学部准教授 天然物からの有効成分抽出と化合物の構造決定

鳥 山 正晴 薬学部准教授 特定の分子を標的とした化合物の合成

浅見 覚 薬学部准教授 化合物の生理活性の検索

三浦基文
薬学部助教 特定の分子を擦的とした化合物の合成

3 本研究に関連して外部資金への申請状況，獲得状況

平成 25年度 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(分控研究) (申詰中)

鈴木孝、内山武人

平成 25年度科学研究費助事業基盤研究(C)平成 25年~平成 27年(採択)

山武人

※句 研究結祭Jについて，ホームページ等での公開(事否) いずれかをOで践んでください。

否の壊会i式譲治撃を添付して下さい。



4 研究目的

小児悪性腫療による死亡は、「不慮の事故jに続いてその原因の第 2位を占めている。また、集学的治療(化

学療法、放射線療法、外科療法、造血幹細胞移植療法など)が進んだとはいえ、特に進行 (advanced)神経

芽撞 (NB)はその予後が極めて不良である (adovancedNB (Stage 4)の5年生存率は約 30%)。さらに、

adovanced NBの治療に特化した新規治療薬の開発も進んでいない。そこで、この腫療の持つ細胞内シグナ

ノレ伝達機構の異常(分化誘導シグナノレ、アポトーシス誘導シグ‘ナノレ、綿胞周期など)に着目して、その異常

の原因となるタンパク質(分子)を見つけ出して標的とし、そのタンパク質が関与する細胞内シグ‘ナノレ伝達

機構の異常を修復したり、異常発現しているタンパク質の機能を制御する化合物の検索を目的にして、その

化合物のシーズを天然物(植物や動物が産生するプロポリスなど)に求めて、これらの物から成分を抽出し

て構造決定をし、さらにこれらの化合物の基本構造を基にしてより効果的な化合物を合成して、予後不良な

adovanced NBに対して新規治療薬の開発を目指していく。また、これらの効果のあった新規化合物につい

ては日本大学産官学知財センター (NUBIC)を通じて特許申請をし、早期に NBの治療薬として臨床応用し

ていくことを目的とする。

5 研究概要

( 1 )分化誘導効果について

NBは、神経成長因子 (NGF(nerve growth factor))が結合するチロシンキナーゼ受容体(TrkA(NGF 
高親和性受容体))以降のシグ、ナノレ伝達機構に異常をきたしている。そこで、このチロシンキナーゼ受容体の

チロシンのリン酸化を分解する酵素 Ctyrosinephosphatase ; PTPase)を特異的に阻害して、チロシンキナ

ーゼ受容体の自己リン酸化を保持することによって、シグ‘ナノレ伝達機構の修復が可能で、ある。この修復効果

があるとされるビタミン K (VK)誘導体について、特にこの誘導体のメナジオン骨格に-COOHを持つもの

はNBに対して分化誘導効果が強い。今回はこの化合物にさらに水溶性を増した-COONaを合成して、その

分化誘導能をシグナル伝達機構の上からどの過程に作用して効果を示すのか検索を行った。

(2) アポト}シス誘導・細胞周期停止効果について

天然物より抽出して構造決定した Aapiniaofficinarum (リョウキョウ)由来成分の 2つのジアリノレへプタ

ノイドには、 NB細抱に対してアポトーシス誘導効果と細胞周期停止効果があることがわかった (NUBICに

特許申請)。また、 Angelicakeiskei (アシタパ)由来成分のキサントアンゲローノレ、イソパパカノレコンには

アポトーシス誘導効果があり、 Azadirachtaindica A Juss. (ニーム)より得られた 2つのリモノイドには、

特に悪性度が高いとされる悪性黒色腫細胞や白血病細胞に NBの治療薬として用いられているシスプラチン

(CDDP)より低濃度で、アポト}シス誘導による細胞傷害活性があることもわかった (NUBICに特許申請)。

さらに、 Momordicacharanantia (ニガウリ)より抽出・構造決定した kuguaglycosideC、f五民的 incana
(ブラジノレ産植物)より抽出・構造決定した化合物を用いて、 NB細胞に対する作用を検索して細胞内シグナ

ノレ伝達経路の上からそのメカニズム解析を行って、その効果化合物については NUBICを通じて特許申請を

する。

( 3) Hedgehog (Hh)シグナル伝達経路について

Hhシグ‘ナノレは、 MYCN(NBの予後に関与)、 cyclinDl(細胞滞期に関与)などの転写調節に関連する遺

伝子の発現に関わっていて、この転写調節は細胞の増殖や分化に関与するといわれている。従って、 NBにお

けるこの Hhシグ.ナノレ伝達機構の異常の解明を行うのと問時に、このシグ、ナノレ伝達機構の異常を修復する化

合物について検索を進めていく。
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6 研究結果 (4，000字以上記入してください。)

( 1 )分化誘導効果について

VK3・COOHにより極性を持たせた(水溶性を増した)VK3・COONaを合成して、その分化誘導効果につ

いてタンパク質レベルで、その検索を行った。 VK3-COOHはNGFと罰時に作用させたところ、分化誘導シグ

ナノレの下流にある c品。 responseelement binding protein (CREB)や growthassociated protein 43 
(GAP43)のタンパク質発現が増加した。すなわち、 VK3・COOHはTrkAシグナノレ伝達経路を改善し、 NB

細胞を分化誘導していると考えられた。また、 CREBの活性化体である p-CREBが24持間一定に増加して

いることからTrkAシグ、ナノレ伝達を一定期間持続し、持続的な分化誘導効果を示していることがわかった。

一方、 vl主任COONaはNB細胞に対して、 CREBや GAP43タンパク質の増加を恭さなかった。しかし、 NGF
との同時投与で NB締結に対して形態学的に分化誘導効果を示すことから、 VK3-COONaの分野誘導効果は

TrkAシグ‘ナル伝達経路の下流で CREBや GAP43を介しての経路ではなく、他の異なる経路を介して分化

誘導シグ、ナノレが依わることがわかった。現在、このシグ、ナノレ伝達経路について検索を行っている。

(2) アポトーシス誘導・細胞周期停止効巣について

広く天然物から、分化誘導、アポトーシス誘導、細胞周期停止作用がある NBに有効的な化合物が得られ

ている。さらにより効果的な化合物を創薬して早期に臨床応用していくために研究を進めた。 MOm01Ylica
chal"anantia (ニガウリ)より抽出・構造決定した kuguaglycosideCを用いて NB細胞に対する効果を検索

したところ、 caspase非依存的な経路でアポトーシス誘導に導くことがわかった。また、 Hiptisincana (ブ
ラジノレ産植物)より抽出し、構造決定した 5つの phenoliticditerpeneが得られた。これらの化合物につい

て、 NB細胞を用いて検索を行ったところ、 caspase3、9、Cdc2、cyclinBの各タンパク質が誘導され、ア

ポトーシス誘導や締胞周期lこ対して G2品主砲1・est (停止)に導くことを見い出した。現在、 kuguaglycoside
Cについて caspase非依存的アポトーシス誘導経路の詳しいタンパク質解析を行っている。

( 3) Hedgehog (日h)シグナノレ伝達経路について

Hhシグ、ナノレ伝達経路については、この経路が NBの発生起源である神経堤幹綿胞の発生に重要な役割を

担っていると考えられていることから、Hh経路の異常が NBの細胞増殖や分化誘導に関わっている可能性

がある。そこでこの経路の異常を検索して正常化する治疲薬の開発を行った。このためには、 NBにおける

Hhシクマナル経路の構成要素で、ある SonicHedgehog (Shh)、Hhリガンドの受容体である PTCHl，PTCHl 

によって制御を受けている 7間膜貫通型タンパク質 Smoothened(SMO)、SMOの下流で機能する標的転

写因子 Glioma-associatedoncogene (GLI)ファミリー (GLI1、 GLI2、GLI3)のタンパク質発現を Western

blot解析によって検索する必要がある。また、 GLIファミリー CGLI1、 GLI2、GLI3)は核内への移行に

より、Hh標的議伝子 (PTCHl、GLI1、MYCl¥λcydinDlなど)の艇事活性が充進する。このHhシグナ

ノレ伝達経路は細胞の増殖と分化を制御しているため、経路を構成する遺信子異常が生じると悪性腫擦などが

発生してくるといわれており、特に基底細胞癌や髄芽腫(悪性の脳臆蕩)においては、 Hhシグナルを構成

する遺信子における高頻度の異常が報告されている O そこで、 mRNA発現については RT子C廷を用いて、

タンパク質発現については Westernblot解析を用いて検索する。さらに、宜h阻害薬として報告されている

シクロパミン、 GDC・0449をNB締結培養株に作用して、そのアポト…シス誘導効果を畳owcytometryを用

いて探索し、投与前後の PTCHl、SMO、GLI1、ル刀TCN、cycJinDlのm豆NA及びタンパク質発現を比較

する。これによって、 Hhシグ‘ナル伝達系の異常が検索され、シクロパミン、 GDC-0449の作用機序を知る

ことによって、この経路を正常化する新規薬物の開発に繋げることができる。今回は、 SMOタンパク質と

結合してE盈シグ、ナノレ経路を抑制するシクロパミンやG必ずT61、GLIタンパク質の機能組審薬であるおれrine

などを用いて神経芽麓結時培養株(話統合2、NB39、SK-N-SH)に対する細胞傷害活性の検索を行いった。

現在、強い細胞鍔害活性のあったものに対して、 Hhシグ、ナ/レ経路の標的タンパク質について検索を進めた。

これによって、シクロパミンについてはアポト…シス誘導効巣が確認されたため、このシクロパミンのアポ

トーシス誘導効果における標的タンパク質の解析、さらに G必 JT61や Jer吋E誌についても NBにおける効

果について検索を進めている。
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研究結果(つづき)

*以下の研究成果についてホームページに公開している。

<学術論文>

1) Jie Zhang， Yan Huang，百kashiKikuchi， Harukun皿1ITokuda札， Noぬbu凶1此takaSuzuki， 1恥(eωiシ"ich恒iIna負釦lku民1，盟旦Q血思i

担担盟， Qh:urevasuMo加hashi，Takashi Suzuki，and'Thshihiro Akihisa : Cururbitane Triterpenoids from the 

Leaves of Momordica chaJltia， and Their Can四 rChemopreventive Effects and Cytotoxicities. Cemistry & 

Biodiversity; 9， 428・44ο，2012.

2)百ruKitano， Hiroyuki Yoda， Keiichi羽 bata，Motofumi Miur:a， Masaharu Torivama， Sh盟盟盟盟Q並担宣hi，and 

百kshiSuzuki :羽taminK3 Analogs Induce Selective Tumor Cytotoxicity in Neuroblastoma. Biol. Pharma. 

Bull.， 35(4)， 617・623，2012.

3) K.euc副首ba肱 MyongjunKim， Mitsuko Makino， Mitsuru Sat.ob， Yoshio Sa印 hand Takashi Suzuki: 

Phellolic Diterpenes alld G21M Arrest ofNeroblastoma Cells. Anticancer Research， 32， 4781・4790，2012.

4) Keuc副 首bata，Aoi Hamallo， ~Thahihiro Akihisa， and'rakashi Suzukf Kuguaglycoside C， a 

constituellt of Momordica charalltia，国duωscaspase"independent cell death of 1鳩山oblastomaalls. Cancer 

Sciena，103・12，2153・2158，2012.
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1)北野徹(日本大板橋病院薬剤部)、里盟主主、養問裕行(日本大薬)、鑑主主(日本大薬・医)、神経芽腫細胞に対

するビタミン K3 誘導体における選択的腫蕩細胞効果の検討、第 71 回日本癌学会学術総会(札幌)、 9.19.~

9.21.2012. 

2)盟遡車車、竹田泰二、自由謹ム(日本大薬)、盤杢圭(日本大薬・医)、神経芽腫細胞に対するモツコウ由来セスキ

テルベンラクトンのアボトーシス誘導及び遊走能抑制効果、第 71回日本癌学会学術総会(札幌)、 9.19.~9. 21. 

2012. 

3)τ'akashi Suzu恒(♂lestspeaker)、NewTherapeutic Approach for Neuroblastbma in Pediatric Solid Tumors by 

Using Natural Product. The 4ぬ InternationaCOllference on Natural ProductsおrHealth and Beauty 

(NATPRO 4). Thailand (Chiang Mai) ， 11. 28.~11. 30. 2012. 

4) K:eiichi百 bat!!， Aoi Hamano， 'Thshihiro Akihisa， and Thkashi Suzuki、Kuguagly∞sideC of Momordica 

charantia， illduas caspase-independ6I武 田 IIdeath in lleuroblastoma alls. The 4th Internationa Conference on 

Natural Products for Health alld Beauty (NATPRO 4). Thailand (Chiang Mai) ， 11. 28.~1 1. 30.2012. 

5)毘盟塞車、演野葵(日本大薬)、愁込盤盟(日本大理工)、鐙主主(日本大薬・医)、ニガワリ由来 kuguagly∞side

Cのllecroptoticcytoxicity、第8自身.JBSG研究会(慶応大)、 1.26.2013.

6)旦盤裏車、島田佳奈、直山重み(日本大薬)、鐙主主(日本大薬・医)、神経芽腫に対する ent"kaurene

誘導体の細胞傷害活性、薬学部研究基盤形成プロジェクトポスタ一発表会(日本大学薬学部)、

2.27.2013. 

7)福間正悟、毘盤亙亙(日本大薬)、鎧主主(日本大薬・医)、神経芽腫に対する ferrearill誘導体の抗腫療効果に対

する研究、日本薬学会第 133年会(横誤)、 3.27.""3.30.2013. 

8) 133:l:1li亙車(日本大薬)、里山盤孟(日本大板橋病院薬)、遺墨裳、車山遺ム、二護基去、島山王監、杢盤重塵(日本

大薬)、塾生盆撞(日本大理工)、盤主主(白木大薬・医)、天然物由来化合物に基ずく新規神経芽腫治療のシーズ

探索、日本薬学会第 133年会(横浜)、 3.27.""3.30.2013. 

9)盆旦童、青山剛一、池田理恵子(日本大薬)、川久保孝(東京慈恵会医大病院薬)、長能光仙(アイロム製薬)、島

自主監、小野真一(日本大薬)、石田制手Ij(アッポテーカヘノレスソサエティグループ)、吉田善一(臼本大板橋病院

薬)、杢益重塵(日本大薬)、鐙杢主(日本大薬・医)、白血病細胞培養株に対する vitamillK誘導体のアポトーシ

ス誘導効果について、日本薬学会第 133年会(横浜)、 3.27.""""3.30.2013.

10)青山岡ト、塗旦堂、池田理恵子、島山亙盤、小野真一(日本大薬)、盤主主(日本大薬・医)、杢掻基盤(日本大薬)、

可rosinekinase活性を有する VK3誘導体の合成、日本薬学会第 133年会(横誤)、 3.27.""3.30.2013. 

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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