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1 拠点の概要 

本来持っている能力を発揮しきれていない人は新しい場面への適応力や自己肯定感が低いこ

とが一因。これらは幼年期の家庭環境、教育環境により、健やかな脳の発達を阻害されている

ことが大きな要因。一人一人が自信（自己肯定感、自己効力感）とレジリエンスを持ち、思い

やりと健全な心を幼児期から育むことにより、本来の能力を発揮することが可能になる。 

本拠点では、心身の成長に最も重要な幼年期にフォーカスし、子どもの健やかな脳の発達を

阻害する要因を医学・脳科学的に究明し、子育ち（子供）、子育て（養育者）の両面から阻害

要因を改善するソリューションモデル（状態検知手段、活性化手段、評価手段）を構築、実装

検証を踏まえ、社会実装し、「積極的自立社会の実現」に繋げていく。更にＣＯＩ活動におけ

る成果を踏まえ、新しい事業の創出と更なる革新性と利便性を持った技術を連続的に開発し、

社会実装に繋げるイノベーション・プラットフォームの構築を目指す。 

 

2 研究開発期間終了時の実現目標と達成状況 

実現目標 達成状況 

➀子ども（乳幼児～学童児）の健やかな脳の
発達を阻害するソリューションモデル（３ユ
ースケース）を構築し、 
・世界に先駆けた学術データの蓄積 
・地域に根付いた実証検証で効果確認 
・企業がコミットした事業化の展開 
でビジョン実現に向けた基盤を構築 
＜３ユースケース＞ 

⑴乳幼児の睡眠習慣の改善と養育者の育児 
ストレス改善、親子間愛着形成の実現 

⑵自閉症児の自立・社会性向上をサポート 
⑶教育環境の改善で学力を向上   

⑴睡眠アプリを 4自治体で実証検証、効果を確
認。広域展開に向けたＡＩ・クラウド化を開
発、パナソニックに事業引継ぎ。脳波による
睡眠改善の脳科学的検証デザインを完了 

⑵幼児用 MEGを用いた大脳皮質機能評価エビデ
ンスを国際論文で 30報発表。親子同調介入、
睡眠介入の脳機能評価データを取得。低出生
体重児と精神疾患のメカニズム解明へ展開。 

⑶日立製作所 Lumada ｿﾘｭｰｼｮﾝとしてメニュー化 
 2021 年度末までに社会実装。北海道教育委員
会と連携した授業改善を開始、教員養成の場へ
も適応。堺市(大阪)と春日井市(愛知)に展開 

➁全ての研究開発課題に対し、4つの出口を 
見据え、社会実装の加速、将来の事業化に 
向けたまとめを実施 
⑴企業と事業化に向けた成果の移管 
（移管先が決定済／事業開始） 
⑵産学共創で応用展開を拡大・臨床研究に 
繋げる展開 

⑶事業化をめざした企業への技術の移管 
⑷将来の事業化目指し、論文化・学会発表 

⑴ ⑶社会実装に向けた技術内容 23テーマにつ
いて企業への移管を実施（有償提供：14
件、無償提供：9件）詳細は資料➀➁ 

⑵生体センサ×信号可視化アルゴリズムにおい
て、34医療機関と展開。脳波計、心電計・筋
電計、母子ﾍﾙｽｹｱｾﾝｻへ応用展開を実施。 

⑷ストレスバイオマーカ、睡眠 DB、tCS、SST、
特別支援教育について、科学的エビデンスを
国際論文投稿、学会発表、知財化を実施 

③大阪大学、金沢大学の両大学傘下に 
革新的イノベーション・プラットフォーム 

 の体制・仕組みを構築、大型共同研究へ 
展開 

  

⑴トップがコミットしたプラットフォーム構築 
➀大阪大学：未来社会共創コンソーシアム 
・OI 機構との連携で企業と大型共同研究に向 

けた FS 実施（Si 製剤ポスト COI テーマ） 
➁金沢大学：社会共創プラットフォーム 
・民間資金活用（新産学共同研究所の設立） 

⑵連携プラットフォームの構築（医工連携） 
加賀市と 3者研究コンソーシアムを立ち上げ 
発達障害児睡眠介入の特定臨床研究に繋げる 

④ＣＯＩマインド（サイエンスを根底にし
た、産学連携、異文化融合、社会実装）の
醸成と実践 
 
⑴医脳理工・産官連携による推進体制構築 
⑵若手人材の育成・積極登用 

 ⑶大学改革の基本コンセプト（研究開発 
  エコシステム）への継承 

⑴基礎的概念から医工連携による応用展開の社 
会実装と結果の基礎研究へのフィードバック 

 ・パッチ式脳波計の医療機器認定取得、展開 
 ・Si 経口摂取による水素体内発生メカニズム 
 ・ナノポアデバイスによるストレス検知 

（新型コロナウイルス検出へ展開） 
⑵若手人材登用 昇格:34名、定年制取得:12名 
 人材交流  大学間:54名、大学企業間:４名 
 若手連携研究の採択 
 ・連携研究テーマ:22件、調査研究:5 件 
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3 特筆すべき研究開発成果の概要 

特筆すべき成果 成果の概要 

➀医工連携でのアンダ
ーワンルーフ研究開
発体制から、イノベ
ーションのロールモ
デルを創出、実用化 

 
⑴シリコン製剤による 
 酸化ストレス性の疾 
 患予防・治療 
 
⑵微小信号計測用シー 
 ト型センサの医療・ 

ヘルスケアへの展開 

⑴廃棄シリコン切粉を用いて、経口摂取により体内で持続的に多量
の水素を発生させるシリコン製剤を開発。ペット用サプリとして
事業化、さらに医療用途展開に向け、作用機序の解明、ポスト
COIで大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして、企業連携で継続展開、 
・炎症性腸疾患の創薬に向けた非臨床 POCを取得 

 ・慢性腎臓病に関する臨床試験に向けた PMDA申請 
⑵印刷技術によるシート量産プロセス技術移転、医療機器としての 

量産体制構築、ベンチャー(PGV)設立、医療機器の認可取得 
（特許出願 10件、特許登録 5件、ライセンス契約 2件） 

・生体センサ×信号可視化アルゴリズムの医療応用共同研究実施 
  （医療機関/アカデミア 30拠点、乳幼児 4拠点、企業 20社） 

・心電、筋電、母子ヘルスケアセンサへ拡大展開（胎児心電と子 
 宮筋電の計測で“ソウハク”予防に繋げる検証等） 

➁幼児用 MEGによる
“世界に先駆けた”研
究成果（エビデンス）
を国際論文に 30報以上
発表、その成果を基に
臨床研究から社会実装
への基盤構築 

幼児用 MEGによる脳の個性分類で発達障害児の介入・治療戦略基盤
を構築（国際科学雑誌に累計 30本以上の MEG論文発表） 
・加賀市と連携し、睡眠の介入による注意力の改善の効果量を算出 
・親子同調運動の介入による、子育て環境改善の効果量を算出 
・2022 年度以降からの加賀市の幼児への介入計画を加賀市と策定 
・低出生体重児の睡眠と知的発達、精神疾患との関係性究明へ展開 
・幼児に優しい、診断精度を高めた、幼児用 MEGを開発、臨床検証 

③産学官民連携で社会
ニーズに合ったビジ
ネスモデルを構築、
企業・自治体がコミ
ットして、事業化へ
展開 

⑴ねんねナビ 
⑵教育現場の活性化 

⑴東大阪市での試行実験結果（乳幼児の 76％が睡眠習慣改善、ドロ
ップアウト率８％）を基に、AIを活用した助言システムを活用し、
地域性の異なる、遠隔地を含む複数拠点での運用可能性と有効性
を確認。パナソニックが 2022年度から事業展開 

⑵日立製作所が Lumada ｿﾘｭｰｼｮﾝとして社会実装（3億円/年以上目論） 
北海道教育委員会と連携、教育現場における、いじめ、教師不足、
教師養成、発達障害児の増加への対応、教師の働き方など社会課題
の解決に繋げる。活動事例を他自治体（堺市、春日井市）へ展開 

 

4 今後の課題と活動方針 

１）今後の課題（出来たことの確実な継続、出来なかったことへの対応） 

⑴出来たこと 

 ➀子どもの健やかな脳の育成（脳神経ネットワークの醸成）を阻害する、生活習慣、親子

関係、人とのコミュニケーション環境を改善するツールを開発、自治体での有効性を検

証し、企業へ技術移管し、社会実装に繋げた（5テーマを企業に移管、事業化推進）。 

 ➁難しいとされた、医脳理工連携によるイノベーションのロールモデルを構築、イノベー

ション・プラットフォームでの大型プロジェクトに展開 

③大阪大学、金沢大学両拠点にトップのコミットメントのもと、イノベーション・プラッ

トフォームを構築、更に両大学の連携プラットフォームを形成、大型プロジェクトにつ

ながる研究開発を企業・自治体を巻き込んで継続的に推進できる体制を構築。 

  ⑵出来なかったこと（現在推進中でまだ結論に達していないことも含む）／その対応 

   ➀改善ツールと脳神経ネットワークの醸成との関係性を学理としての検証と関連性の解明 

⇒小児 MEG、脳波計を活用して、自治体と連携して、データを収集中。取得データの

解析に統計学の専門家と連携して、対応を計画 

   ➁幼児用 MEG 機器の医療機器申請と介入アプリの特定臨床試験の実施 

  ⇒ポスト COI として継続対応。医療機器認定の取得と介入・診断法の保険収載を目指す 

 ２）活動方針 

⑴大学が進める「研究開発エコシステム」の構築に伴い、ＣＯＩマインドを継承、定着化 

⑵サイエンス＋ダイバーシティで実現するイノベーションを継続的に創出して、社会に貢献
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5 成果の社会実装が社会・人に与えるインパクト（社会・人をどう変えたか、変えられるか） 

➀脳の発達に重要な乳幼児期の睡眠改善 

幼児期の睡眠は後年の発達にとってクリティカルである。さらに、育児中の母親にとって一番

辛いことは”夜泣き”をはじめとする子どもの睡眠の問題であり、これらの問題により育児効力

感が低下して望ましい親子間の愛着形成を妨げる。また幼児期の睡眠習慣は成人になっても引き

継がれ、日本は世界中で最も睡眠時間が短い国である。 

幼児とその養育者を対象とした睡眠教育ツールにより、睡眠に関連する生活習慣が改善され、子

どもと養育者にとって良い睡眠が確保されることにより、子どもと養育者の日々のパフォーマン

スが最適化される。 

さらに、睡眠不足により影響を受ける前頭前皮質や海馬等の脳領域の発達が担保され、子育て

の苦しさが緩和されて安定した愛着の下で子育てが行われることも相まって、情緒が安定し、実

行機能が高い成人へと育成される。不安障害やうつ病の有病率、自殺率も低下する。さらにテク

ノロジー利用と身体活動・生活習慣のバランスを取る必要性についてのリテラシーが社会に周知

され、育児の方法の見直し、また育児中の働き方についても社会の認知の変容が起こる。目指す

のは”成人が子どもの睡眠を守る社会”である。 

 

➁自閉症児の自立・社会性向上 

幼児の 10％程度に潜在する発達障害は、現在は表層の症状のみで診断されているが、脳内メカ

ニズムに即した再分類を行うことで、介入および治療戦略そのものを効率的に進めるための基盤

を構築する。そのひとつの方法として、幼児用 MEG による脳の個性の分類を行うことで、病態に

基づいた診断の再構成ができれば、これまでは経験に頼るほかない状況であった、介入や薬物療

法がより効率的になる。病態生理に基づいて、薬物療法の効果予測することにより、巨額の投資

の果てにドロップアウトしていた薬物開発や、効果が十分に予測できなかった療育の効率的な活

用方法に光を当てることができるようになる。長期的な観点から、発達障害の不適応を緩和して、成

人期に合併しやすい精神疾患を１％でも減らすことができれば、800 億円/年もの社会的効果が得られ

る。脳の個性を活かした、幼少期からの長期的な取り組みが持続可能な社会の実現に繋がる。 

 

③子どもの教育環境の改善・コミュニケーション・学力の向上 

授業カンファレンスシステムの構築と活用によって、最も変化が起こる場所は「学校教育」で

あると考えられる。これまで、経験知によって継承されてきた面が多くある教員の授業力につい

て科学的・学術的に分析・検証することで、具体的な授業改善の方策が明らかとなる。学校教員

の授業力が短期的・飛躍的に改善すると想定でき、その結果として我が国の将来を支える子ども

たちの学習の質が大きく向上する。 

 

④シリコン製剤による酸化ストレス性疾患の予防 

シリコン製剤を医薬として、酸化ストレスによる幅広い疾患、慢性急性炎症性疾患、感染症、

担癌悪液質等に適応されることが期待できる。慢性腎不全、糖尿病、アトピー性皮膚炎等、国内

だけでも 1000 万人クラスの患者がいる。慢性腎臓病は国内だけで 1330 万人の患者がおり、その

うち 34 万人が透析治療を受けている。透析治療に必要な治療費は、全体で約 2 兆円/年に上る。

クレアチニンが基準値を越えた患者にシリコン製剤を摂取すれば、それ以上の重症化の防止と治

療（特に初期治療）が可能となる。さらに、他の酸化ストレス性の炎症性疾患に対して適用が可

能になれば、その社会貢献度は計り知れない。 

COVID-19に対しても、間質性肺炎が発症して重症化する際に多量のヒドロキシルラジカルの生

成と共にインターロイシン 6（IL-6）等の炎症性サイトカインが多量に発生して、サイトカインス

トームが起こり、免疫細胞が自己細胞を攻撃する。シリコン製剤はヒドロキシルラジカルを消滅

させるだけでなく、炎症性サイトカインを効果的に抑制でき、COVID-19重症化を回避できる。 

 



エグゼクティブサマリー 
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参考資料➀ 社会実装に向けた技術移管先と技術内容【有償提供】 

 研究テーマ 移管先企業 
(赤字：非参画企業) 

移管技術内容 時期 

① 乳幼児の快眠 パナソニック AD 特許「ねんねナビ」、プログラムコード、養育者指導ノウハウ、臨床デー

タ 

2021/7 

② Si 製剤 大阪チタニウム 特許「シリコン製剤の製造方法」、サプリメント用シリコン製剤の製造 2019/7 

③ レナトスジャパン 特許「シリコン製剤」の物質特許、効能、安全性データ 2020/10 

④ 野田製薬 特許「シリコン製剤」の物質特許、効能 2020/10 

⑤ ビヨンクール 特許「シリコン製剤」の物質特許、効能、安全性データ 2021/4 

⑥ ファイン 特許「シリコン製剤」の物質特許、効能、安全性データ 2021/6 

⑦ 腸内フローラの改善 リコー ファイン社アンケート主観結果とリコー社便臭分析結果の相関解析 2022/4 

⑧ 日本ＣＨＣ 糞便検体の DNA抽出に関するノウハウ 2019/6 

⑨ パッチ型脳波センサ ＰＧＶ 特許「貼付け式柔軟電極を有する多チャンネル微弱電圧信号計測装置」 2018/4 

⑩ ナノポアデバイス 製薬企業 特許「眼の感染症ウイルス検査法」 2022/3 

⑪ EISセンサ 電子機器企業 リアルタイム PCR 駆動方式技術 2022/3 

⑫ 深睡眠 ダイキン工業 睡眠評価システム、計測データ 2020/4 

⑬ 竹中工務店 睡眠評価システム 2020/3 

⑭ 音楽による活性化 クリムゾンテクノ
ロジー 

特許「楽曲聴取経験有無推定方法、楽曲聴取経験有無推定装置、及び楽
曲聴取経験有無推定プログラム」、brAInMelody ノウハウ 

2019/2 

 

参考資料➁ 社会実装に向けた技術移管先と技術内容【無償提供】 
 研究テーマ 移管先企業 

(赤字：非参画企業) 

移管技術内容 時期 

① 自閉症児の社会性向上 リコー 特許「計測装置およびシステム」 2022/4 

② ＰＦＵ Deep Learning を活用した高速撮像脳画像の画質改善技術のノウハウ 2022/4 

③ 子どもの教育環境改善 日立製作所 特許「集団意識」、教育向け&スポーツ向け可視化システム 2022/4 

④ 腸内フローラの改善 ファイン 特許「ヤーコン加工物を有効成分として含有する腸内細菌の改善用組

成物」 

2022/4 

⑤ 生体ガスセンサ パナソニック 特許「有機塩、有機塩を担持したシート、それらを用いた化学センサ」 2021/4 

⑥ 顔認証によるストレス
評価 

パナソニック 特許「自律神経状態評価装置、自律神経状態評価システム、自律神経
状態評価方法及びプログラム」 

2021/4 

⑦ ナノポアデバイス アイポア COI流路技術ノウハウ 2019/4 

⑧ シート型薄膜電極  日本メクトロン 特許「粘着シート」,生体導電粘着剤に関する技術 2021/4 

⑨ Brain Language 進鳳堂 特許「語学学習状態判定装置を活用した語学学習訓練システム」 2022/3 
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⑴目指すべき将来の姿（拠点のビジョン） 

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響でかつて経験したことのない局面を迎えてい

ます。我々はニューノーマル時代から先の時代に備えて、一人ひとりが本来持っている素晴ら

しい潜在力を引き出し、顕在化させ、活動を通して、前向きに困難に立ち向かって、豊かで充

実した社会生活を送ることができる日本人を増やしていくことにより、自らで課題を克服して

いく積極的自立社会の実現を目指します。その実現に向け、今やるべきこととして、心身の成

長に最も重要な幼年期（乳幼児期・学童期）の健全な脳の発達にフォーカスし、発達を阻害す

る要因のケア技術（仕組み・ツールなど）を社会実装することにより、社会貢献していきます 

⑵「目指すべき将来の姿」の見直しの理由・意義について 

 ・当初、子どもから老齢者まで全世代を対象として、自らが潜在力を発揮して、課題を克服し

てゆく「積極的自立社会の実現」を目指して推進してきたが、限られた期間・リソースと取

り巻く環境の大きな変化に対応して、イノベーションにつながる成果を創出するため、小池

VL のご助言をいただき、2019 年 4 月から対象を子どもに絞り、テーマの選択と集中を実施。

目指す姿を「乳幼児からの健やかな脳の育成で積極的自立社会の実現へ」に設定した。 

＜見直しの意義＞ 

➀“乳幼児からのケア”へ選択と集中でインパクトある成果に繋げる 

全世代を対象とした取組みから、「子ども」にフォーカスすることにより、人間形成に最  

も重要な幼児期の脳神経ネットワークの醸成を促し、ROIを含めて、早い時期からの対応で

社会全体へのリターン・インパクトを大きくできる  

➁社会課題（少子高齢化社会での労働人口）の解決への糸口となり、経済効果も大きい 

 少子高齢化が進む中で、豊かな社会実現の担い手となる働く世代人口の減少が大きな課題。 

 近年働く世代の精神障害が増加し、その 60～80％が幼児期の発達障害から移行が要因。 

幼児期の発達障害も年々増加傾向（H18～H25で ASD：3.1倍、ADHD：6.3倍、LD：8倍） 

幼児期の発達障害を緩和することで成人期の精神疾患を 1％抑制で 800億円の経済効果。 

③ビジョン２「豊かな生活環境の構築」につながる情報の発信 

子育ち（子ども）、子育て（養育者）の両面からウェルビーイングを支えるというコンセプ 

トを発信することで親子間や先生・生徒間の愛着形成を促進し、ニューノーマル社会に対

しても変わることのない、「豊かな生活環境の構築」へつながるレジリエンスを醸成できる。 
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⑶目指すべき狙いと施策  

 

⑵目指す姿実現に向けた製品・サービス 
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2.1 「目指すべき将来の姿」実現に向けたアプローチ 

⑴「目指すべき将来の姿（ビジョン）」をフェーズ 1、フェーズ 2では「スーパー日本人の育成

で積極的自立社会の実現」と設定し、全世代を対象に一人一人が自立を目指し、子供、成人、

高齢者のそれぞれの課題を洗い出し、その中でフェーズ 1 では脳機能の可視化、ストレスの

可視化、腸内フローラと免疫力の関係にフォーカスし、「医脳理工産」が連携して、基盤技術

開発に取り組むとともにフェーズ２にかけて個々の基礎技術開発の研究成果を組み合わせ、

基礎・開発研究から社会実装（企業・行政での事業化）へのギャップ(死の谷)を埋めるため、 

 ◇検知：脳や身体の状態を非侵襲で簡易に計測 

 ◇デザイン：検知したデータから個人に適した活性化手段の提案 

 ◇活性化：脳や身体を活性化 

 ◇評価：活性化の後で再度状態を検知し、活性化前と比較し、再度活性化手段を提案 

 の機能を持った「ソリューションモデル」を世代別に構築し、実現場で検証を進めてきた。し

かし、対象範囲が広く、部分的な改善になり、また拠点としての特徴、社会課題とのつながり

が見えにくい等課題が見えてきた。 

 

⑵「目指すべき姿」の対象を絞り込み、バックキャスティング（フェーズ３）  

社会課題との繋がり、インパクトある成果に繋げるため、フェーズ 3 で目指すべき姿からバッ

クキャストをして、今やらなければいけないこと、最もインパクトがあることを論議し、対象

を“幼年期（乳幼児～学童期）”に絞り込み、人間形成に最も重要な幼児期の脳神経ネットワー

クの醸成を促す課題解決に取り組んだ。 

 

＜バックキャスティングのアプローチ＞ 

 

   

 

10 年先のビジョンを描き、9 年間の活動で、バックキャスティングを繰り返し、現在まだビ

ジョン達成には至っていないが、ビジョンで掲げたことが広く社会課題として求められてき

て、成果が訴えている課題解決の一部を担い、ビジョンの達成に向かっている、と確信 
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2.2 主要テーマにおける異分野・異業種融合の取組み 

＜異分野・異業種融合を推進する上で、狙いとする考え方＞ 

⑴今までにない、医学・ヘルスケア分野におけるケア技術（仕組み・ツール）の社会実装に 

向け、「医脳理工連携」による新たな視点を追求 

⑵企業における社会実装に向け、性能・精度の向上、利便性の追求、量産技術の確立をベース

に異業種間での連携を模索 

＜主なテーマにおける異分野・異業種連携の内容＞ 

テーマ 解決すべき課題 異分野・異業種先 達成できた内容 

3～6 歳対象 
（発達障害児評価
に最も適した年齢） 
幼児用 MEG の 
開発 
 
・幼児に優しい 
・短時間撮像＋ 
高精度画像 

撮像中に頭部が動
き、撮像データが収
集できない 

株式会社リコー 
（腦磁計測技術） 

頭部位置がずれても実用的な制度で脳磁デー
タを補正できる頭部トラッキングシステムの開
発。幼児が撮像中に動いても撮像が可能 

幼児にとって長時
間の撮像が難しい 
 

株式会社 PFU 
（高解像度画像推
定アルゴリズム） 

32 秒撮像を可能（従来は 8 分 33 秒）になり、
幼児に負担なく、従来方式と同制度の撮像が
可能 

特殊ノイズ環境下で
の撮像ができない 

金沢工業大学 感度限局型センサの開発により、人工内耳など
の特殊ノイズ環境下での撮像が可能 

シリコン製剤によ
る酸化ストレス性
疾患の予防 

動物用、食用サプ
リメントとしての
製剤化、製造 

大阪チタニウムテ
クノロジー 
レナトスジャパン 

2019 年 11 月より動物用サプリメントを発売 
2020 年 6 月より人用サプリメントを発売 
 

医薬品用シリコン
製剤の検証と量産
体制の構築 

医学系研究科 
産業科学研究所 
大手製薬会社 
大手企業 

大手製薬会社が潰瘍性大腸炎への適用検討
開始 
大手企業が GMP 下で医薬品用シリコン製剤
の製造実施 

微小信号計測用シ
ート型センサの医
療・ヘルスケアへ
の展開 

高導電性を有した
伸縮透明配線材料
の開発 
配線の微細化技術 
 

コニカミノルタ 
カネカ 
セメダイン 
昭和電工 
日本メクトロン 

ナノインク用インクジェット技術開発 
ウエアラブルデバイス用粘着基材の開発 
金属粒子分散接合材料の開発 
銀ナノワイヤ量産技術と塗布フィルム開発 
ディスポーザブル伸縮電極シートの開発 

柔軟電極シートの 
低コスト量産技術
の構築 

日本メクトロン 
ＰＧＶ（VB） 

印刷プロセスによる安価で、安定品質の量
産技術を構築 

医療用（脳波・心
電・筋電） 
 

大阪大学医学部 
医療機関/アカデ
ミア 40機関 

脳波によるアルツハイマー型認知症の分
類、睡眠診断、胎児心電計測などに応用、
遠隔医療などの展開を検証中 

ナノポアによるスト
レス検査法の開発 

ストレスマーカとな
るウイルス粒子の 
１分子検出技術 

医学系研究科 
産業科学研究所 
アイポア（VB） 

涙液中ヘルペスウイルスをストレスマーカとし
て、AI 技術とナノポアセンサにより、臨床検体
から 15 分以内の検出を実現。更に本検出法
を活用した新型コロナウイルス検出法は検査
時間 5 分で PCR 検査と同程度の精度で検出
可能。2021 年度に医療機器申請。 

コミュニケーション
の可視化 
教育・スポーツ現
場への展開 
 

人集団のコミュニケ
ーションネットワー
ク状態を定量化、
可視化 

大阪大学 
（脳科学） 
日立製作所 
（センサ技術） 

非接触センサを用いて、人集団の情報伝達、
関係性データを取得、ニューロンネットワーク
構造をモデル化した GMN モデルで人集団の
コミュニケーションネットワークの分析に応用 

実現場におけるデ
ータの収集と教育・
スポーツ現場への
フィードバック 
 

北海道教育大学 
北海道教育委員会 
追手門学院大学 
同志社大学 
倶楽部チーム 

教師の指導と子どもの学習状況・学習成果の
データを可視化、授業改善に活用。教員養成
の場へ適応。スポーツ分野では無線ｺﾐｭﾆｹｰｼ
ｮﾝ（体動の同期性）を加味し、動作分析から技
量の向上だけでなく、けが防止対策にも適応 
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3.1 拠点体制 
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3.2 参画機関    ※一覧は別紙 3「参画機関一覧」参照 

 

 機関名 受託機関 
研究開発 
実施場所 

中核機関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サテライト 
 
中心企業 
 

国立大学法人 大阪大学 
情報通信研究機構・脳情報通信融合研究セ
ンター 
国立大学法人 東北大学 
学校法人 関西医科大学 
国立大学法人 浜松医科大学 光尖端医
学教育研究センター 
国立大学法人 電気通信大学 
東京都市大学 
学校法人 立命館大学 
国立大学法人 北海道大学 
国立大学法人 北海道教育大学 
国立大学法人 神戸大学 
学校法人梅村学園 中京大学 
学校法人 同志社大学 
追手門学院大学 
国立大学法人 金沢大学 
学校法人 金沢工業大学 
パナソニック株式会社 
株式会社ファイン 
日本シーエイチシー株式会社 
株式会社日立製作所  
ｉｍｅｃ international 
株式会社進鳳堂  
日本メクトロン株式会社 
ダイキン工業株式会社 
株式会社竹中工務店 
クリムゾンテクノロジー株式会社 
日新化成株式会社 
株式会社新興製作所 
株式会社 NTT データ経営研究所 
株式会社リコー 
株式会社 PFU 
 
＜基本契約は継続するも個別プロジェク
トは終了した参画機関（終了時期）:＞ 
昭和電工株式会社（H31年 3月） 
株式会社カネカ（H31 年 3月） 

○ 
○ 
 
 
○ 
○ 
 
 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
○ 
○ 
 

○ 
○ 
 
 
○ 
○ 
 
 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
○ 
○ 
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3.3 拠点のマネジメント体制と仕組み・実績 

（1）拠点マネジメント体制 

 

（2）PL、RLによる拠点マネジメントの仕組み・手法と実績等 

１）拠点マネジメントの仕組み・取組み 
仕組み 参加者 頻度 内容 

拠点協議会 総長、担当理事、各研究
科長、参加企業代表者、
PL、RL 

１回／
年 

研究開発活動報告に基づき、運営全般や成果に
関し、指導及び助言を集約 

拠点運営 
会議 

担当理事、PL、RL、研究
リーダー、部門代表 

２回以
上／年 

機構の管理・運営基本規約に関すること及び拠
点運営内容に関する重要な事項について審議 

PL・RL連絡
会 

PL、RL 
 

随時 企画会議などで検討した課題対応策について、
方向性を決定 

プロジェクト 
統括会議 

PL、RL、研究リーダー 
研究開発メンバー 
（大学＋企業メンバー） 

２回以
上／年 

➀拠点ビジョン、方向性の徹底、共有化 
（VL、VMからのコメントへの対応検討など） 
➁テーマ毎の進捗確認と計画の見直し 
③共通内容の構造化検討、テーマの改廃検討 

COI 
企画会議 

PL 
COI企画メンバー 

1回／
週 

拠点全体の推進課題の検討、実施計画の検討 
➀拠点ビジョンの具現化検討 
➁各テーマの進捗課題の検討 
（課題の洗い出し、強化に向けた提案など 
③参画機関の新たな参画や終了検討 
④アウトリーチ活動の計画、実施内容検討 

ＩＰ審議 
委員会 

PL、RL、大学知財担当、 
COI企画メンバー 
共創推進部代表 

都度 COIで出願される IPの内容検討と帰属（共同
出願、単独出願）の検討と方向づけ 

成果報告会 全参画メンバー 1回／
年 

参加者全員を対象に 
➀拠点の目指すべき姿の共有化 
➁各テーマの成果共有化 
③次年度活動計画の骨子の共有化 
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拠点マネジメントサイクル概念図 

 

２）実績 

  ➀拠点ビジョンの見直し、テーマの集中と選択の実施 

  ・ＶＬ、ＶＭのご指導を踏まえ、上記の「拠点マネジメントサイクル」に則り、2018 

年 10月より、子どもを対象とした課題のテーマリーダーと検討、企画推進室で作成した

案を基に PL・RL 連絡会で上野山 PL、金田 RLを含めて、検討を重ね、2019年 1月の拠点

運営会議において、参加メンバー代表者への説明・承認の後、2019年 2月拠点面談に

て、ご報告。3月の年度成果報告会で全参加メンバーへ上野山 PLより説明し、徹底を実

施。更に主要テーマ以外は「4つの出口」に分類し、出口戦略を明確にした上で計画の見

直しを実施（社会実装、論文化、知財化加速） 

 

  ➁自立的なプラットフォームの構築について（トップの関与） 

・大阪大学拠点は、金田統括理事・副学長が拠点研究リーダーとなり、プロジェクトを牽

引、更に共創機構の副機構長として、プラットフォーム構築となる「未来社会共創コンソ

ーシアム」を積極的に推進。 

  ・金沢大学サテライトは山崎学長のコミットメントのもと、和田副学長をリーダーとする 

ポストＣＯＩに向けたプラットフォームの構築を展開。 

・両大学トップのコミットメントのもと、大阪大学・金沢大学連携プラットフォームを展

開。加賀市との連携で子どもの睡眠介入の臨床研究をポストＣＯＩテーマとして、推進。 

  

 ③知財マネジメントについて 

 ・PL、RLの方針により、知財化への取組みは当初から積極的に推進。特に従来知財化へ 

の取組みが遅れていた医薬学分野での研究成果の知財化を推進し、累計 84件（シリコン

製剤含む）、全体の 50％を達成。 

また大学の研究成果では少ない、社会実装を意識した「商標登録」も推進（3件）。 

  ・IP審議委員会（本部知財メンバーを含む）を毎月開催。知財化の推進策、企業との帰属

調整、申請支援を推進。 

 

  ④企業・自治体などとの連携について 

  ・プロジェクト統括会議（原則年 2回開催）において、テーマの進捗に応じ、必要な企業と 

の連携、自治体候補の検討を行い、連携先との交渉においては PLが率先して対応。

 



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 9 

4.1 ユースケースの取組み 

4.1.1 ユースケース 1：脳の発達に重要な乳幼児期の睡眠改善 

～双方向性アプリを用いたオンライン睡眠介入法の開発～ 
テーマリーダー （氏名、所属、役職）： 谷池雅子、大阪大学大学院連合小児発達学研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 30年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 

大阪大学大学院歯学研究科 

（東大阪市、弘前市、加賀市、永平寺町） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

幼児の睡眠習慣の改善は、睡眠による脳発達を促進することに加えて、養育者の育児ストレス

を減少させて家族機能を高めるため、直接・間接的に子どものその後の発達の過程を改善する

。睡眠改善に資する新たなツールを創出することは、家族単位の幸福のみならず、社会全体に

睡眠習慣改善の重要性を広め、働き方改革にも波及すると考えられる。このことは、少子高齢

化社会の労働人口減少による成長力低下に COVID-19が追い討ちをかけた今の日本において、

一人ひとりが本来持っている素晴らしい潜在力を引き出し、顕在化させ、豊かで充実した社会

生活を送ることができる日本人を増やしていくことにより、自らで課題を克服していく積極的

自立社会の実現を目指す拠点の理念に沿ったものである。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

・想定する製品・サービスは、幼児を対象とした双方向性睡眠啓発アプリ”ねんねナビ®”とそ

れを自治体単位で運用する際の責任者養成のためのプログラム（睡眠専門家育成プログラム） 

・事業継承者はパナソニック・アドバンスト・テクノロジー(PAD)社（契約準備中） 

 自治体としては、加賀市では 2022 年度からのサービスインが決定。東大阪市へのサービスイン   

も内定しているがコロナ対応に追われており時期は未定。その他、弘前市、豊中市は今年度 

のトライアルにて検討する。 

・合衆国の Johnson's Bedtimeや日本の Lullabyが幼児の睡眠指導アプリとしてのベンチマー

クになるが、両者とも、睡眠習慣についての既存のデータとの比較において睡眠指導を行うも

のであり、科学的に妥当なアドバイスを送信してはいるが、当該家庭の背景等に依存するコン

プライアンスについては考慮していない。また両者とも就寝前の習慣、つまり”寝かしつけ”

に特化しており、24 時間の過ごし方に留意するねんねナビ®の優位性がある。また Johnson's 

Bedtime は論文化されているが、Lullabyは論文化されておらず実証がなされていない。 

・22時以降に就寝する就学前児は 40.2％（三星ら、小児保健研究 2012）であり、東大阪市１

歳半健診断でのデータでは 30％であった。従って、潜在的ユーザー（就寝時刻が遅いことを

含めて睡眠習慣に課題がある幼児）は３割程度、夜泣きなど顕在的なユーザーは 2割程度と推

定される。昨今の研究では幼児期に睡眠時間が短い、または中途覚醒が頻回な場合に、後年に

注意欠如・多動症（ADHD）に代表される多動衝動性の出現が３倍となり、不安・抑うつなどの

内向問題出現のリスクも高まると言われている。2020年の合衆国での試算では(Sciberras et 

al., J Atten Disord, 2020)、ADHD者 1人あたりの社会経済的コストは＄15,664（170.7万

円：109 円換算）。日本の年間出生数が 90万人弱、ADHD 有病率が 10％であり、有病率を半分

に抑えた（年間 45,000人の ADHD 発症を予防した）時の効果は 170.7 万円／人×45,000人＝

768 億円となる。その他のネグレクト等小児期の逆境に由来する不安障害やうつなどの精神疾

患の予防効果等については試算の根拠が乏しい。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

1)弘前市において、アドバイスとコメント選択を自動化したねんねナビ®の有効性の検証  

（終了時のドロップアウト率 20％未満）。その根拠としては、睡眠への遠隔認知行動療法のド

ロップアウト率は、短期間の介入でも平均 24.7%とされ（Zachariae et al., Sleep Med 
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Rev, 2016）、東大阪市におけるマニュアルでのアドバイス・コメント選択の介入時に 1年後

のドロップアウト率が 8％、多拠点社会実装での半年後のドロップアウト率が 0%であったこ

とから自動化後のドロップアウト率の目標を 20％に設定した。 

2) 睡眠良好児と不良児に睡眠介入前後の脳波を記録することにより、良好な睡眠に対応する

脳波バイオマーカの開発を行うとともに、睡眠改善に対応する脳波変化を確認する。これを

マイルストンとする根拠は、睡眠改善がどのように脳の発達に影響を与えるのか直接的なエ

ビデンスがないことが子どもの睡眠に対する啓発が広がらない理由だと考えるためである。 

 

（4）主な成果と達成状況 

・東大阪市における１年間の社会実装の結果、良好なコンプライアンス、睡眠習慣改善・育児

の効力感に関する効果を確認した。また弘前市、加賀市、永平寺における半年間の小規模の

トライアルでもドロップアウトはゼロで養育者からの評価は高く、地域差を超えた有効性が

示された。 

・上述のように、合衆国の Johnson's Bedtimeや日本の Lullabyが幼児の睡眠指導アプリとし

てのベンチマークになるが、両者とも、科学的に妥当なアドバイスをしているがコンプライ

アンスデータの表示がない。また両者とも就寝前の習慣、つまり”寝かしつけ”に特化して

おり、ねんねナビ®はより高い視点から 24 時間の過ごし方に留意する子育てツールとしての

優位性がある。また Johnson's Bedtime は論文化されているが、Lullabyは論文化されてお

らず実証がなされていない。 
・パナソニック・アドバンスト・テクノロジー(PAD)社に事業継承を行うことを内定し、特許出
願 K20170093 （特願 2017-202916、特許第 6920731号）に加えて、大阪大学にプログラム著
作物：C20210001、ノウハウ： N20210003、臨床データの届出を行い、特許権等実施許諾、臨
床試験データ使用許諾を非独占にて実施権を与える契約締結に向けて準備中である。また AI
化等の残された課題に共同で取り組むべく共同研究契約も締結する予定である。 

・PAD社は従来アプリ作成外注業社として、東大阪市、弘前市、加賀市、永平寺町での社会実装

においてアプリのインストールやユーザのサポートを行なってきた。その他北摂の自治体を

中心にマーケティングを進め、豊中市ではトライアル決定、箕面市でも導入を検討中である。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

・提供するアプリは、明らかな収益が見えにくいものであることが課題であり、提供先である自

治体が対価を支払うことを躊躇することが予想される 

・対応としては以下のことを検討している。 

① 睡眠変容・子育て支援・発達促進に対する科学的に厳密なエビデンスを取得して、プレス

リリース、ソーシャルネットワークを含めて様々な方法で発信していくこと 

② 小規模トライアルを通じて自治体に睡眠啓発・子育て支援ツールとしての良さを実感して

いただくこと 

③  対価を得やすい顕在的ニーズに対応する形で、寝かしつけに悩む養育者に対する直接のサ

ービスをも検討すること 

 

（6）その他特記事項 

➀研究開発全体の成果について 

１． 日本の子どもの睡眠の現状調査（”子どもの眠りの質問票”の開発）ーフェーズ１の期間 

幼児期の睡眠の問題は後年の多動衝動性や情緒不安定・認知機能低下のリスクを高めるとされ

ており、また夜泣きは育児中の母親にとって大きなストレスである。しかるに、子どもの睡眠の

問題の多くは、アプローチ方法がないために看過されるか、経過観察となっている。海外では睡

眠のスクリーニングツールとして広く小児期の評価のために開発された質問票（代表は Child 

Sleep Habit Questionnaire: CSHQ)があり研究で頻用されている。ところが、添い寝をはじめと

して日本の睡眠習慣は欧米とは異なり、また年齢によって睡眠の問題は変遷していくため、私た

ちは日本の睡眠習慣に沿い、睡眠疾患や睡眠習慣を含めた睡眠の問題を年齢に応じてスクリーニ

ングすることができる子どもの眠りの質問表（就学前児版・小学生版・中学生版）の開発を計画
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した。就学前児版・小学生版については論文化・標準化が終了し（英文２報、和文２報）、これ

を用いて子どもの生活習慣（和文２報）、歯軋りの有病率（英文１報）、自閉スペクトラム症の睡

眠の問題（英文１報）、実行機能と睡眠習慣の関連（英文１報）について報告した。この質問票

は日本の子どもの睡眠調査のスタンダードとなり、エコチル調査や乳幼児健診（弘前市）でも採

用されている。 就学前児の調査において、先行研究通りに、日本の子どもの就寝時刻が遅く、

寝かしつけにテレビの使用や夜間の外出等の問題となる生活習慣が１割近く認められ、夜間の睡

眠時間が短くても養育者は問題視していな

いと言うことが判明した（図 4.1.1-1）。こ

の調査により、養育者が認識していなくて

も睡眠の課題を抱える幼児に介入する方法

の開発の重要性を痛感した。解決すべき課

題としては介入の主体と方法である。日本

では小児睡眠の専門家（医師・保健師等）

は希少であり、さらに共働きが過半数の家

庭を占める現在、専門家の相談を面談で頻

回に受けることは難しい。これにより普及

率がめざましく、若年層の養育者にとって

も親和性が高いスマートフォン（以下スマ

ホ）を用いた遠隔指導の着想につながっ

た。 

２．睡眠に関する遠隔での指導・相談の枠組作成：フェーズ 1の最終年〜フェーズ２ 

大阪大学医学部附属病院小児睡眠チームが面談にて行ってきた行動療法に基づく指導を遠隔教

育に導入することを念頭に置いた。1-2歳の幼児を対象として、睡眠習慣に関連する生活習慣を

33項目に絞り込んで第１版を作成した。大学内の教員数人に対してインターフェースの使用

感、質問項目についての分かりやすさなどのインタビューを行って、文言の変更の他に、前日入

力項目をそのまま翌日デフォルトとして表示し入力時間を短縮するなどの変更を行った。さら

に、基礎知識を与える教育コンテンツを 2本作成し、養育者の入力内容の妥当性を担保するため

に、体動量計（MTB-220, アコーズ社）のデータを Bluetooth経由でサーバーに格納できるよう

にするなどのバージョンアップを行い第 2版とした。 

 双方向性睡眠教育アプリ”ねんねナビ®”の基本的なデザインは以下の通りである。養育者は

フレンドリーでわかりやすい内容の睡眠教育コンテンツをスマホで視聴して基礎的な知識を得た

上で、連続１週間子どもの睡眠に関連する生活習慣を入力する（入力時間は３分程度）。入力情

報は大阪大学のサーバーに格納され、大学の

研究チームはその情報を解析、生活習慣上の

課題を抽出し、家庭にそったアドバイスを 5

個程度送信する。その中から養育者が１つ選

んで励行する、このサイクルを１ヶ月ごとに

繰り返す。アドバイスが科学的に妥当である

ことは当然であるが、養育者のコンプライア

ンスを考慮して選択することを重視した。”

励行できた”と言う成功体験は、変化の可視

化（行動をポイント制にし、努力によってア

イコンが進化、睡眠習慣変化のグラフ化）、

適宜送信される応援コメントにより養育者の

エンパワメントにつながり、さらなる行動変

容へのインセンティブになる（図 4.1.1-2）。 

 第２版を用いて 10 名の学内関係者に対して行ったトライアルにて、システム上の問題はな

く、安全性も確認した。主な結果として、①体動量計によって判定される就寝時刻・起床時刻と

養育者の報告との間に有意な差がなく、養育者の入力が十分信頼できることが示された。②養育
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者の６割が操作性に満足した。③土日の睡眠時間が増加するなどの何らかの睡眠行動の変容が見

られた（Yoshizaki et al., JMIR Pediatr Parent, 2021)。以上から、社会実装に十分なシステ

ムができたと判定した。 

３． 指導・相談の有効性・妥当性の評価～フェーズ２に対応～  

社会実装を行う自治体として東大阪市から同意が得られたために、実際の活動について協議を

行うことと並行して 2016 年度の東大阪市の 1 歳半健診に来談した子どもの睡眠習慣を解析した。

その結果、22時以降に就寝する子どもは約 30％であることが判明した。その他の健診データを解

析し、介入対象を、①就寝時刻が 22 時以降になることがある、②夜間睡眠時間が 9時間未満にな

ることがある、③中途覚醒が頻回にある、の何かを満たし、研究参加に同意した親子をリクルー

トすることとした。当初、RCTデザインでの施行を計画していたが、自治体に倫理審査システムが

ないことより、参加者の希望でアプリによる介入群 36名と、データ入力のみのコントロール群 51

名を振り分けた。 

結果、介入群の 1 年後のドロップアウト率はわずか 8％であった。就寝時刻が遅い子供を抽出

して比較した場合有意にアプリ群で入眠潜時が短縮し、またエントリーの際の 3 つの適格基準数

の内満たす項目は、アプリ群ではコントロール群に比較して有意に数が減少した（睡眠の問題が

改善した）割合が多いなど、睡眠に関する行動変容への効果が認められた（図 4.1.1-3、非公開）。

アプリ群とコントロール群と合わせて、土日と平日の生活リズムの差（社会的ジェットラグ）が

減少した子どもでは成人に対する社会性の伸びが促進されることが判明した（図 4.1.1-4、非公

開）。  

さらに子育ての効力感はとても良くなったと答えた養育者がアプリ群（32％）でコントロール

群（6％）に比して多く、介入終了半年後のインタビューにおいて、介入を行った多くの家庭にお

いて良い習慣が維持できており、加えて、自分で工夫をしたり、逆にアドバイスをする立場にな

ったりするなどの波及効果が認められた（図 4.1.1-5）。 

東大阪市のトライアルの睡眠習慣データ、また事後のインタビューから、選択アドバイスの追

加（例：熱中症のアラートが出ている日の外遊びの代替等）を行った。さらに、テレビやスマホ

の制限が効果的であるが、養育者が選択しないということが判明したため、スマホ・リテラシー

に関する教育コンテンツを 2個作成した。 

東大阪市における有望な結果が、地域性を超えて得られるのかを検討し、さらに多様性に対応

して送信アドバイスの修正が必要かを知るために、加賀市、永平寺町、弘前市の３自治体におい

て（COVID-19パンデミックに伴う自粛のため）小規模ではあるがトライアルを実施した。この

トライアルにあたり、事前の準備・調整を行った。まずは、介入データの解析から半年間では多

数の家庭において行動変容が起こっていることを確認して、介入期間を１年間から半年に短縮し

た。さらに、睡眠に対する知識が十分ではない可能性がある地域の支援者に対する睡眠指導者養

成コースコンテンツ（全 8回、各 20 分）を作成して事前に自治体の責任者に視聴頂いた。その

上で、大阪大学のスーパーバイズの下で地域の責任者がアプリを用いてアドバイスを行った。加

賀市９例、永平寺町 5例、弘前市 4例全てがドロップアウトなしに介入を終了し、家庭背景・習

慣に地域差（例：弘前の起床・就床時刻が早い、母子家庭率、核家族率、温泉地の生活習慣の特

性 等）あるも、どの自治体でも総じて養育者から好評であり地域差を超えた運用可能性を確認
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できた（図 4.1.1-6、非公開）。   

利用者からは、夫婦で子育てに向き合うようになった、子育てが楽しくなったなどのコメント

があり、またヒント集を参考にして自粛中でも家内で活動量を上げるなど、ウイズ・コロナの時

代に役立ったとの声があった。以上の結果から、ねんねナビ®は睡眠に専門的知識を持つ支援者

が限られた人数の家庭に介入するシステムとしては製品化のレベルに達したと判断した。4.の

AI化が一定の目標に達したことにより、バージョンアップされたアプリを用いて、弘前市と加

賀市において今年度中の新たな介入を開始することが決定した。加賀市では 10月より登録・介

入を開始し、新たなトライアルを順調に進行中である。弘前市とは、倫理審査や手法（AI化の

効果判定が目的のため、マニュアルではアドバイスを修正しないこと）等について打ち合わせを

始めており、準備完了次第登録を開始する。 

 

４．“血の通った”“人間らしい”指導の AI化～フェーズ３の対応～ 

フェーズ２の活動の結果、マニュアルでのアドバイス選択では一人当たり約 30分を要するため

に、日本での潜在的ターゲットである約 30％の睡眠の問題に介入が必要な幼児には対応しきれず、

AI化が必要であるということが確認された。一方でユーザーのインタビューからは”機械でない

人からの親身なアドバイスが嬉しかった”という声が複数ある。したがって、ウェブ調査で収集

した 2,000を超える 1−２歳児の生活習慣データとそれに対するアドバイスのセットを深層学習に

供し、さらに専門家が定めたルールベースの判定を併用してアドバイス選択の自動化を進めてい

る（図 4.1.1-7、非公開）。AI 化の中でも新規性が高い分野のため、対話型 AI の権威である産業

科学研究所の駒谷和範教授の指導の下、送ってはいけないアドバイスをゼロにする（適合率を

100％にする）ことを目標としている。ルールの再確認等の討議を繰り返しており、現状で 95.4％

まで適合率が上がってきている。 

 

5. 睡眠改善が発達を促進する科学的エビデンス～フェーズ 3の期間～ 

幼少期の短時間睡眠と後年の多動・衝動性、低い認知機能の間に因果関係があるのかというの

が研究者としての clinical question である。東大阪市における社会実装で示された、”社会的

ジェットラグを減少させて生活リズムを安定させると社会性の伸びがある”という予備的な結果

は、両者の間の因果関係を示唆するものであるが、脳画像や神経生理学的データの補強なしでは

エビデンスとしては十分ではない。そこで

2020年度に、睡眠脳波研究を立ち上げるこ

ととした。ここでは睡眠良好な子どもと不

良な子どもをリクルートし、睡眠介入によ

り、不良→良好となった群と不良のままの

群の脳波変化を検討するというものであ

る。夜間の脳波測定には、COIで開発され

た関谷研のパッチ式脳波を用いて、小児で

の使用の有用性の検討も併せて行う（図

4.1.1-8）。情報はソーシャルメディアで拡

散しており子どもの睡眠に悩んでいる養

育者の関心は高いが、コロナ蔓延が続く中

リクルートが停滞していて、現在 28 名の

登録となっている。 

 

➁ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

2013年の COI開始時前から、我々は、日本の子どもの睡眠時間が短く、また夜泣き等の睡眠の

問題があるにもかかわらず看過されていることに対して、スクリーニングツールの開発が必要で

あると痛感していた。日本の生活習慣に沿った”子どもの眠りの質問票”について就学前児版・

小学生版・中学生版の開発を目指し、就学前児版、小学生版については標準化も終えた。これら

の質問紙を用いて全国的な調査を行った結果、従来報告と同様に、日本の子どもの睡眠時間が短
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い上に、テクノロジー利用の低年齢化や夜間の外出の習慣化など、多くの家庭において睡眠に関

する生活習慣に指導が必要であると言うことが明白になった。 

そこで遠隔にて指導を行う双方向性スマホアプリの着想を得たが、とりわけインターネット上

により受け渡される生活情報に個人情報を含まないことや、データが格納されるサーバーのセキ

ュリティを重点的に考慮して、大阪大学サイバーメディアセンターの協力も得て、セキュリティ

が確保されたシステムを立ち上げた。またこの研究は大阪大学医学部附属病院の倫理委員会の承

認を得て行った。 

 

③ マーケティング・試験的な取組の状況 

１）育児中の母親が最も辛かったことは子どもの夜泣きであると言われている。また、私どもの

研究を含めて多くの先行研究において日本において 22 時以降に就寝する（遅寝の）1−２歳児は

30-40％とされている。このようにアプリの対象としては、顕在的・潜在的なニーズを合わせると

全ての 1歳-2歳児の約 30％と推定される。 

２）ねんねアプリ®についてはまず第一版を作成し、学内の協

力者を対象として、質問項目の分かりやすさや多さ、入力等の

インターフェースについての改善すべき点等インタビューを

行い、それを元に第２版を作成して、学内トライアルを実施し、

再度使用後のインタビューをおこなって改良後に、東大阪市に

おける社会実装を行った。１年間の介入後にドロップアウトし

なかった 33人へのインタビューを行い（図 4.1.1-9）、介入終

了の半年後にさらに養育者にフォローアップのインタビュー

を行った。インタビューは全体的な評価を確認すると同時に、

改良点も確認し、アドバイス項目、応援項目の修正・追加や新

たな教育コンテンツを追加するなどの改良を行ってきた。第 2

回目の社会実装となる多拠点での小規模社会実装においても

同様に終了時にインタビューを行い、明らかな地域差を超えて

好評であったことを確認できた。その中で今後の課題として抽出できた項目（中途覚醒が多い子

供における断乳や、テクノロジー依存家庭への指導法等）については教育コンテンツを追加する・

ヒント集の充実などの対応を予定している。 

３）アドバイスを選定する経験を積む中で、マニュアルでの選択だと 1 名の専門家が専任で対応

できる養育者は 100 名程度であると試算されたため、社会を変えるツールにするためには、アド

バイス・コメント選択の自動化が是非とも必要であると考えた。一方で、多くのユーザーからは

自分を気遣ってくれる”人間”から送ってくれるアドバイスが有り難かったと言うコメントが寄

せられ、”血の通った自動化”にチャレンジすることとなった。これについては対話型 AI の権威

である駒谷教授のスーパーバイズを受けながら、養育者にとって受け入れやすいアドバイス、実

践しやすいアドバイスの解析により定義したルールと、約 2,000 の生活習慣データを用いた深層

学習を併用することにより進展させている。最終的に送信する 5 つのアドバイスの絞り込みにお

いて致命的な偽陽性率は 0.0002 となり十分に実用化可能な値となっている。 

４）ベンチマークとして、COVID-19出来前から遠隔指導アプリである Johnson's Bedtimeが上梓

されている。また最近日本では Lullaby が発表された。いずれもが、プロジェクト内で集めたデ

ータ、また先行研究による知見を元に科学的に妥当と思われるアドバイスを送信するものである。

とりわけ、Johnson's Bedtime は睡眠教育の権威である Mindell 教授の監修であり、関連論文も

発表されている。ただし、合衆国と日本では添い寝等睡眠習慣が大きく異なり、このアプリを日

本に導入しても使えない。さらに、我々の研究の結果では、科学的により妥当なアドバイス＝養

育者が選択するアドバイスではない（図 4.1.1-10、非公開）。どんなに正しくても養育者が選択し

ないと行動変容は起こらないため、優先されるべきは養育者が選択できるアドバイスである。養

育者が成功体験を積むことが彼らのエンパワメントにもつながる。このような視点で設計した結

果、コンプライアンスが高く、睡眠習慣の変容、養育者のエンパワメントを確認したものとして

は唯一無二のものと言える。  
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4.1.2 ユースケース２：自閉症児の自立・社会性向上 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 菊知 充、金沢大学医学系精神行動科学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 30年度～令和 3年度 

参画機関： 金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

金沢工業大学 

大阪大学先導的学際研究機構・共生知能システム研

究センター 

株式会社ＰＦＵ 

株式会社リコー 

株式会社日立製作所 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要）現在、日本人の 40 人に１人が、こころの病気で精神科に通院や入院をしている（平

成 23 年厚生労働省の報告書より）。生涯においては５人に１人がこころの病気にかかるなど、こころの

病気は一般的な疾患であり、日本における社会的コストの推計は年間約 8 兆円と見積もられている（平

成 22 年 厚生労働省の報告書より）。2005 年の米国の大規模な調査によれば、精神疾患患者の半数

以上が 14 歳までに発症しており、中でも、自閉スペクトラム症は就学前という低年齢で顕在化する障害

である。自閉スペクトラム症は、社会的にも医学界でも、近年におけるその有病率の高さ（2.6４％）から

注目されている。さらに、米国の大規模な調査によれば、後の精神疾患の合併率が高く、半数近くが、う

つ病を合併し、統合失調症の発症リスクも 5 倍に上ることが報告されている（Lancet 2014）。自閉症スペ

クトラム障害は、相手の気持ちを理解することが幼少期から困難であり、自分の思いのみで行動するこ

とが多いため、小学校入学後、些細なことでからかわれ、不適応を引き起こしやすい。思春期以降の精

神障害を予防するためにも、学童時代より不適応からくる自尊心の低下を防ぎ、2 次障害を食い止める

ことが必須である。客観的な診断補助システムが開発されれば、周囲の理解も得られやすくなり、より効

果的な早期介入が可能になる。そのためには脳の発達を幼児期から、優しく安全に調べることが必要で

ある。本研究のメインのテーマとなっている幼児用脳磁図(MEG)装置を使うと、幼児に優しい脳機能評価

が可能になる。幼児用 MEG は日本が誇る、世界に３台しか運用されていない装置であり、親子が見つ

め合う状態において測定できる装置としては、世界で唯一のシステムを金沢大学が有している。これら

のシステムを活用して、自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害の多様な症状を「見える化」し、早期

診断に生かすとともに、様々な介入効果の評価にも活用することが、本テーマの目的である。社会に与

えるインパクトとして、長期的な観点から、発達障害の不適応を緩和して、成人期に合併しやすい精神疾

患を１％でも減らすことができれば、800 億円/年もの社会的効果が得られることになる。持続可能な社

会の実現のためには、脳の個性を活かした、幼少期からの長期的な取り組みが大事である。 

 （拠点ビジョンとの関係）本テーマは、拠点のビジョンである「一人ひとりが本来持っている素晴らし

い潜在力を引き出し、顕在化させ、活動を通して、前向きに困難に立ち向かって、豊かで充実した社会

生活を送ることができる日本人を増やしていく」ビジョンに直結している。心身の成長に最も重要な幼年

期（乳幼児期・学童期）の健全な脳の発達にフォーカスし、発達を阻害する要因のケア技術（睡眠介入・

親子関係介入アプリケーション）を社会実装することにより、社会貢献していくことは、拠点ビジョンのテ

ーマに沿っている。 

 

（2） 想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

１．幼児用 MEGによる自閉症スペクトラム症の診断補助システム（株式会社リコー・株式会社 PFU・金沢

大学）：COI 終了後には、本システムで、産学官連携のプロジェクトとして早期診断の社会実装を目指す。

特定の地方自治体において、金沢大学が中心となり、株式会社リコーと産学連携で、自閉スペクトラム

症の診断補助システムとして早期診断支援による地域活性化モデルを確立する。本テーマの開発品で

ある幼児用 MEG 装置は、発達障害の微妙な社会性や認知機能評価にもっとも適した年齢（３－６歳）が

主なターゲットとなっている。それゆえに、有病率がさらに多い学習障害（有病率：２-５％）などの評価も

視野に、将来的に対象を広げることが可能である。潜在的な市場規模は、発達障害全般に及ぶことから、
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毎年就学する子どもの 3-6％が該当する。 

（ベンチマーク）幼児用 MEG については、本開発品以外にも、アメリカでは、０～２歳向けのより低年齢

の MEG が近年開発され、乳幼児の疾患にたいする研究が始まっている。一方で、我々の３～６歳をター

ゲットとする装置は、発達障害の微妙な社会性や認知機能評価にもっとも適した年齢がターゲットとなっ

ている。それゆえに、有病率がさらに多い学習障害（有病率：２～５％）などの評価も視野に、今後対象を

広げることが可能である。また、アメリカでは、ヘリウムガスをしようせず、頭の形に合わせて取り付けら

れる光ポンピングセンサも開発されつつある。これについては、耐久性が未成熟で稼働実績がほとんど

ないものの、将来、MEG のコストダウンにつながり、システムの社会実装が促進されることから、我々も

センサ部分を導入して、応用可能性

について評価をしている。さらに、金

沢工業大学が開発した感度限局型セ

ンサを用いることで、人工内耳などの

特殊なノイズ環境においても、脳機能

の発達を評価することが可能になる

（図 4.1.2-1）。 

（社会に与えるインパクト） 長期的な

観点から、発達障害の不適応を緩和

し、成人期に合併しやすい精神疾患

を１％でも減らすことができれば、800

億円/年もの社会的効果が得られるこ

とになる。持続可能な社会の実現の

ために、脳の個性を活かした、幼少期

からの長期的な取り組みが大事。 

 

２．親子同調促進アプリケーションによる親子関係介入システム： 音楽療法および感覚統合訓練をはじ

め、リズムを対象にした療育は、これまで数多く存在している。その一方で、アプリケーション化して、発

達障害に特化した親子同調介入アプリケーションは存在せず、フィードバックを実施しているものは皆無

である。金沢大学は、特定の自治体と協力して、発達障害に臨床試験を実施できるようにデータを収集

する。市場規模は、発達障害全般に及ぶことから、毎年就学する子どもの 3-6％が該当する。 

 

３．ねんねナビによる発達障害への介入システム：成人に対する睡眠介入アプリケーションは、スリープ

マイスターをはじめ、数多く存在している。その一方で、幼児を対象とした睡眠介入アプリケーションは、

未だに乏しく、さらにねんねナビのように、フィードバックを児童の睡眠の専門家が実施しているものは皆

無である。金沢大学は、特定の自治体と協力して、大阪大学の開発したアプリケーションを、発達障害に

拡張できるように開発をすすめていく。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

金沢では幼児期の自閉症に関連して、 2022年 3月までには、累積 30本以上の幼児用 MEGによる

自閉症研究を国際科学雑誌により発信し、それにより、幼児の自閉症の特徴に対応する生物学的

指標を確立し、自閉症の生物学的理解を加速するとともに、診断補助機器としての世界的なプレ

ゼンスを高める。大阪大学では、幼児用 MEG の診断精度を高めるために、深層学習を用いて共同

研究を継続し得られたエビデンスを国際論文にする。株式会社リコーでは、幼児 MEG の社会実装

時に、だれでも扱いやすくするために重要な、頭部トラッキングシステムを確立する。株式会社

PFU と金沢大学は静音高速撮像 MRI を用いた脳構造イメージングを、深層学習による精緻化を行

う研究により、幼児における脳構造画像の汎用性を高める。さらには、短時間撮像による脳構造

画像データそのものを、臨床応用する基礎をつくる。金沢工業大学は超低磁場核磁気共鳴画像装

置（ULF-fMRI）による脳神経活動ネットワークの計測を目指し、シミュレーションを重ねる。 

COI 終了後も、株式会社リコーと金沢大学が、産学連携で研究開発資金に応募し、研究を継続す

る。幼幼児の自閉症の特徴に対応する生物学的指標を確立し、自閉症の生物学的理解を加速する
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とともに、診断補助機器としての世界的なプレゼンスを高める。それにより、幼児用 MEG の需要

を創出し、海外だけでなく、国内の多施設間で研究を加速していく。順調であれば、幼児用 MEGと

して医療機器申請を実施する。さらに幼児用 MEG の診断精度を高めるために、大阪大学と金沢大

学は、深層学習を用いて科研費等の研究費により研究を継続する。 

（睡眠アプリによる活性化）睡眠介入について大阪大学が進めているねんねナビを活用し、COI

終了時までには介入による注意力などの改善の効果量を予備実験から推定し、臨床試験に必要

なサンプル数を 0.8の検出力で、算出できるようにする。それにより、COI終了後に無作為単盲

検コントロール試験につなげる根拠とする。 

（親子同調アプリによる活性化）社会性を促すリズム同調などの要素を抽出し内在させたスマ

ートフォン搭載ソフトウエアが、親子が注意を共有するための場面を提供する。親子で喜びを共有

する場を提供することで、子どもの注意力や社会性向上を目指す。COI終了時までに親子同調運

動のアプリケーション介入による、親子関係改善の効果量そして、大脳運動野の活性化を幼児

用 MEG で調べる。これにより、COI 終了後の無作為単盲検コントロール試験につなげる根拠と

する。 

（低出生体重）低出生体重で生まれた子どもの 10%-20%に発達障害が合併することが報告されて

いるが、そのメカニズムについてはまだ研究が始まったばかりである。小児用 MEG を用いて認

知機能、言語機能及び睡眠指標との関連を明らかにする研究体制を、COI の期間で構築された複数

の大学間で連携してすすめる。 

  

（4）主な成果と達成状況 

１.（株式会社リコー） 光学的な

顔画像から推定された頭部位

置を MEGセンサに対する実測の

頭部位置へ対応づける方法を

開発した（図 4.1.2-2）。開発し

た位置補正手法により、誘発反

応の信号源推定位置の誤差が 

5.2mm 以下に抑えられた。計算

上は頭部位置が最大限振られ

ても、実用的な精度で脳磁デー

タを補正できる。 

2.（株式会社 PFU） 幼児にやさ

しい、覚醒下静音高速（３２秒）

MRI 撮像から、高解像度画像の

推定アルゴリズムを検証中（図

4.1.2-3）。深層学習の一つであ

る GANを利用して、成人の高速

MRI 脳画像データでシグナルの

改善がはかれることを確認し、

学童の MRI脳画像データで、同

様の検証結果が得られた。 

3. (金沢大学・大阪大学)  

自閉スペクトラムの認知特性

と社会性についての表現型の

調査を進めてきた。同時に、幼

児の脳の個性を幼児用 MEGで見

える化し、発達障害の診断シス

テムとしての可能性を調査し、

継続的に国際論文の発表を行
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ってきた（図 4.1.2-4）。 

特に MEG を用いた子供の脳機能研究につ

いては、低年齢の研究発表においては、本

COI での金沢大学からの報告が、世界をリ

ードしてきた。図 4.1.2-5 は、世界で発

表された子どもの MEG 研究の対象年齢帯

（立軸）を示す。赤は金沢大学の研究であ

る。幼児用 MEG をつかうことで、圧倒的

に有利に立ってきた。 

これらの論文成果の最近の一例とし

て、脳活動が引き起こす電気的振動に対

して、Phase Amplitude Couplingという

新しい生理学的指標を使用し、自閉スペ

クトラム症児の診断を精度 88.6%で報告

している（図 4.1.2-6, An et al., 

NeuroImage  Clinical 2021）。 

４．（金沢工業大学・金沢大学） 

人工内耳装用者用脳磁計に必要な数の感

度極限センサを試作し、システム全体と

しての評価を行い、シドニーのマッコー

リー大学に納入しメインテナンスを実

施。他にも、ULF-fMRI（超低磁場機能的核

磁気共鳴画像）の撮影シーケンスとして、

神経活動（電流）による磁場修飾部位のみ

を抽出するパルスシーケンスを提案し、

計算機シミュレーションを用いてその妥

当性を検討した（図 4.1.2-7）。 

５.（金沢大学：親子同調アプリの開発）社

会性を促すリズム同調などの要素を抽出

し内在させたスマートフォン搭載ソフトウエ

アを開発した。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

COI 終了後も、株式会社リコーと金沢大学が、JSTの共創の場形成支援プログラム等の競争的

研究に応募し、特定の自治体（例：石川県加賀市）と協力し研究を継続する。乳幼児の自閉症の

特徴に対応する生物学的指標を確立し、自閉症の生物学的理解を加速するとともに、診断補助機

器としての世界的なプレゼンスを高める。それにより、幼児用 MEGの需要を創出し、海外だけで

なく、国内の多施設間で研究

を加速していく。うまく進む

場合には、幼児用 MEGとして

医療機器申請を実施する（図

4.1.2-8）。睡眠アプリ（ねん

ねなび）による活性化につい

ても、COI 終了時までにえら

れた効果量などをもとに臨

床介入研究をデザインし、

COI 終了後に 無作為単盲検

コントロール試験につなげ

ていく。資金は未定である
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が、科研費や AMEDなどを想定している。 

親子同調アプリによる活性化についても、COI終了時までにえられた効果量などをもとに臨床

介入研究をデザインし、COI 終了後に 無作為単盲検コントロール試験につなげていく。資金は

未定であるが、科研費や AMEDなどを想定している。 

低出生体重児研究については、COI 終了後も、複数の多施設と協力し、科研費をはじめとする

競争的研究資金を獲得しながら、低出生体重児の症状と生物学的特徴の関連についての研究を

継続する。  

 

⑹その他特記事項 

➀ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見等） 

教育や発達心理学の文系の分野と、医学、工学、理学の理系の分野の研究者が一同に会して進

める文理融合であり、「発達障がい児の特性の見える化」というプラットフォームの元でアンダー

ザワンルーフの環境で協力し合い、沢山のエビデンスを残すことができた。その結果、本事業に

関わった多くの若手が、9年間の間に学内外で助教、准教授、教授などに昇進した。 

また、幼児用 MEG による幼児脳研究という新規の研究分野が生まれ、国際共同研究拠点のネッ

トワークの形成がなされた（ペンシルバニア大学、マッコーリー大学、バーミンガム大学、韓国

標準科学研究院）。この流れのなかで、特にリコー社製の幼児用 MEGの国際的な価値を高めている

論文成果を報告してきた。脳活動が引き起こす電気的振動に対して、バーミンガム大学と Phase 

Amplitude Coupling という新しい生理学的指標を使用し、自閉スペクトラム症児の診断を精度

88.6%で報告している（An et al., NeuroImage Clinical. 2021）。また、てんかん波の出現量が、

自閉スペクトラム症の認知機能に及ぼす影響が定型発達と異なっていることをマッコーリー大学

と報告している（Hirosawa et al., Front Psychiatry. 2018）。 

 

➁ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

社会実装に向けた課題として、システムの初期費用が高額（シールドルーム込みで 3億円前後）

であることや、MEG センサの冷却のためのヘリウムガスの価格高騰によりランニングコストが高

額であることが社会実装の障壁となっている。これらについては、光ポンピングセンサなどの新

規センサの開発や、ヘリウムガス回収装置の低コスト化、そして、販売台数の増加による１台あ

たりの低コスト化が必要になる。 

病院で運用されるためには、診療報酬が、てんかん等の脳外科の術前の脳機能評価に限られて

いることから、初期投資の回収は困難な現状にある。金沢大学病院経営管理課の見解によれば 3

億円のシステムを運用するためには、年間 3000 万円程度の診療報酬が望ましい。現在の保険診療

報酬によれば、D236-3（１） てんかんの術前に自発活動を測定するもの 17,100点（171000 円）、 

（２） その他の脳外科術前に高次機能評価を行うもの 5,100点（51000円）となっており、これ

で計算するならば、てんかんの手術が年に 50件にとどまれば、それ以外の脳外科の手術に 400件

の保健適応のある手術件数が必要になる。一般的な大学病院での脳外科手術件数は年間 300 件程

度であることを考えると、現在の診療報酬体系では困難であることが明らかである。現在の診療

報酬で運営上支障がないのは、てんかんに集約した施設で、てんかんの手術が年間 200 件集中す

る施設に限られてしまう。しかし、より一般的な疾患であり、会的に注目されている発達障害（人

口の 3-6％）に診療報酬が適応されれば、病院における運用も現実的になる。また、脳ドックとい

う診療報酬以外の形態で、発達障害や認知症診断などに応用されることも病院での運用を後押し

する。このように診療報酬に頼らない研究施設や、健診などにおいて広く自治体で活用されるこ

とも、社会実装の目標といえる。 

上記のことを実現するために、MEGの発達障害における有用性のエビデンスを示し続けることが

不可欠であり、我々はそれを実践してきた。将来的には、それが診療報酬の適用疾患の拡張にも

つながり、その結果、発達障害の客観的な早期診断や、理解が加速していくと考えられる。 

 

③ マーケティング・試験的な取組の状況 

（試験的な取り組み）光ポンピング磁力（OPM）センサを使って、脳磁図の測定システムを試験的
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に検証中である（図 4.1.2-9）。従来

の超電導センサに近い計測データが

えられている。故障が多い事も判明

（4 つのうち２つが故障歴あり）し

た。故障しやすいという OPM センサ

の欠点が克服されれば、次世代の全

年齢対応 MEG センサとして、低コス

トで MEG システムが構築できる可能

性があると期待された。その時には、

初期投資コストや維持コストが大幅

に下がり、全国に配置されている MEG

システムの後継機種となる可能性が

考えられる。また、現在の診療報酬体

系でも病院への普及が現実的にな

る。 
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4.1.3 ユースケース 3：子どもの教育環境の改善・コミュニケーション・学力の向上 
～コミュニケーションの質定量化と GMNモデルによる分析～ 

 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 八木 健、大阪大学大学院生命機能研究科、教授 

谷池雅子、大阪大学大学院連合小児発達学研究科 

教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 吉村優子、金沢大学人間社会研究域学校教育系、准教

授 

合田徳夫、株式会社日立製作所 公共システム事業

部、主任技師 

研究開発実施期間： 令和 2年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院生命機能研究科 

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 

金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

北海道大学、北海道教育大学、神戸大学、中京大学 

株式会社日立製作所 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

脳と人集団には多くの類似点（ネッ

トワーク構造、情報伝達、意思など）

がある。その類似点に着目すること

で、ニューロンネットワーク構造をモ

デル化したGene Matched Networkを、

教育現場及びスポーツ現場における

人集団のコミュニケーションネット

ワーク分析に応用し、教育現場及びス

ポーツ現場を活性化させる研究開発

を行う（図 4.1.3-1）。 

教育に関しては、小・中学校の各教

科の授業を対象として、学習者の対話

的活動に影響する教師の指導技術向

上や授業改善を目指し、教育現場・大

学・行政・企業などが連携した授業カンファレンスシステムを構築することと、その具体的効果

としての子どもの学習成果への影響を検証することを目的としている。特に、本テーマでは子ど

もたちの学習における資質・能力の育成を目的とし、教師の指導および子どもの学習状況・学習

成果について各種データを可視化することで授業改善に活用する。授業カンファレンスでは可視

化データに基づいて参加者それぞれが子どもたちの学習状況に応じた授業改善方法について協議

を行う。また、継続的な授業カンファレンスを実施し、授業改善に向けた具体的な手立てについ

て授業実践から検討する。さらに、各教科授業における児童生徒の対話的な活動状況の実態とそ

の変容について縦断的検証を行うことで授業改善の取組がどのように学習成果に繋がるかを評価

する。特に、本テーマでは、ビジネス顕微鏡や脳内酸素飽和度測定装置（NIRS）などの最新のウ

エアラブルセンシングツールなどによってデータ化された児童生徒の学習状況を検討に加えるこ

とで、各教科授業での効果的なアクティブラーニングの実現を可能にするところが特徴である。 

スポーツに関しては、パフォーマンス評価、ジュニア育成、怪我故障予防、コンディション管

理などのスポーツ現場における社会課題を解決することで、スポーツ現場の人集団を活性化させ、

子供及び指導者の潜在能力を引き出す。特に、スポーツにおける子供の怪我故障予防とコンディ

ショニング管理は、大きな社会課題になっている。“練習による上達”と“怪我故障予防”という

ジュニア育成過程における相反する活性化手段を共に達成できるようにする。 
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（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションとして実装し、2024 年度までに年間 3 億円以上の

売り上げを目指す。教育、スポーツ、医療、脳科学へのソリューションの適用を検討しているが、

人が関わる分野であれば適用可能であるため、今後適用範囲を更に広げていく。 

集団が持つ社会課題に応じて、「何を集団内のコミュニケーションと定義するか」、「どのように

コミュニケーションデータを取得すればいいか」、「コミュニケーションデータに対しどのような

分析を行えばいいか」、「どのような分析結果をフィードバックすればいいか」、「どのようなシス

テムを構築すればいいか」などをデザインし、課題解決を行う“集団分析ソリューション”を立

ち上げる。特に集団コミュニケーションの分析手法については、COIにおける研究で汎用的な手法

を開発することが出来たため、それらは Lumadaソリューションコアに登録済みである。 

既存のコミュニケーション分析ソリューションは、会話内容や加速度センサの分析だけにとど

まっている。ただし、本研究の成果によるソリューションは、Gene Matched Networkの考え方を

応用したクリークに着目したコミュニケーションネットワークの構造分析に特長があり、ネット

ワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも適用可能である。実際、「体の動き＝体部位

の集団」と見なすことで、人の動作分析にも有効であることを確認している。 

更に、集団コミュニケーションを有線コミュニケーション（対面、会話、ボールパスなど）だ

けでなく、無線コミュニケーション（体動の同期性）にも着目し、この 2 種類のコミュニケーシ

ョンを分析する手法を実装していることが特徴である。特に、無線コミュニケーションの分析は、

今後様々な分野で重要になると考えられる。 

特に、北海道教育大の指導のもとで開発している授業カンファレンスシステムに関しては、学

校内外の研修、教育委員会が主催する研修、民間教育研究団体による研修、大学での教員養成科

目での学生指導などで、年間を通して活用する。授業カンファレンスの実施主体となるのは各小

学校・中学校・高等学校などの各種学校、教育委員会、教育研究期間、大学、民間教育研究団体な

どが想定される。本テーマでの授業カンファレンスシステムの特徴は、通常の授業研究・授業分

析では明らかとならなかった教師の指導方法や児童生徒の学習状況について、脳機能や身体振動

といった生理指標や心理指標を用いてデータを可視化する点にある。授業から収集される各種デ

ータが可視化されることにより、これまで経験的知識として継承されてきた教師の授業技術が、

科学的・学術的に検証することが可能となり、具体的な授業改善方法の検討が可能になる。また、

可視化データそのものが授業改善の効果検証の指標となることで、授業改善の取組の成果を評価

することが可能である（図 4.1.3-2）。 

また、スポーツで開発した無線コミュニケーションの分析手法は、「体の動き＝体部位によるチ

ームプレー」と見なすことで人の動作分析にも有効であることを確認している。センサや画像を

用いた運動療育の指導及び評価、乳幼児の発達診断などにも応用可能であり、今後適用領域を広

げる（図 4.1.3-3）。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションの“集団分析ソリューション”として 2021 年度末ま
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でに社会実装する（図 4.1.3-4）。提供するサービスは以下の通り。 

１）計測対象に応じて、コミュニケーションを定義 

２）計測対象に応じたセンサなど計測機器を選択 

３）複数センサや画像などを連携させたシステムをデザインし、ニーズに応じて最適化 

４）コミュニケーションネットワークの分析に GMNモデルを適用 

現時点では教育とスポーツに限定しているが、医療や人間工学など適用領域を広げ、2024年度ま

でに年間 3億円の売り上げを目指す。 

  特に、授業カンファレンスシステムの終了時の達成目標は、構築した授業カンファレンスシ

ステムの教育現場および教員養成での積極的な活用と効果の検証となる。本テーマで実現した

授業カンファレンスシステムについては、すでに年間を通して北海道教育委員会の事業として

実施されており、これまで参加した小学校・中学校の教員および教育委員会などの行政関係者

は 1,000 を超える。また、北海道教育大学では教員養成課程における授業科目の一つとして、

学生による模擬授業における授業検討会の一部として位置付け、教員養成段階での授業力向上

に活用されている。毎年、数十名の学生を対象として授業カンファレンスシステムを活用した

教員養成プログラムが実施されている。 

また、同志社大で行っている五輪競技ジュニア育成プログラム（京都きっず）では、選手

の空間認知力向上の成長過程を、バルシューレを用いた定量化及び可視化の実現を目指す。

また、追手門学院大では女子サッカー部においては、“練習による上達”と“怪我故障予

防”という、相反する目的を達成する実証実験を継続的に行う（図 4.1.3-5）。 

 

（4）主な成果と達成状況 

教育現場での社会課題解決の成果として、次の 5点が挙げられる。1）単元全体を通した一連

の授業についての調査・分析をもとにしたオンラインでの授業カンファレンスを実現し、単元

の授業実施期間中に参加者による具体的なアイデアを交流することで即時的な授業改善に結び

つけることができた。2）可視化データを共有することでカンファレンスにおける協議の視点が

焦点化され、授業改善に必要なディスカッションに集中することができた。3）オンライン上で

の授業カンファレンスのシステムを構築することで、現職小中学校教諭, 大学教員, 大学院生, 

企業といった様々な職種・立場からの参加があり、授業改善への多様な視点からのディスカッ

ションが実現できた。4）オンライン授業カンファレンスは同時双方向での実施ではなく、デー

タの共有と掲示板でのディスカッションを中心に進めることで、参加者が時間にとらわれずに

ディスカッションに加わることが可能であり、結果として多くの参加者による協議が行われた。 

5）新型コロナウイルス感染拡大の防止という観点から対面・集合した状態での授業見学および

協議の実施が難しい現状において、移動の必要がなく対面しない状態での授業カンファレンス

の実現が可能であった。 

  最終年度となる 2021年度は新型コロナウイルス感染拡大により、計画していたスケジュール

に修正が必要な場面はあったが、最終的には予定していた研究・調査を遂行することができ、

札幌市内・北海道内から多くの教員・大学関係者・行政職員が参加するオンライン授業カンフ
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ァレンスが実施された。これら事業

は、民間の教育研究団体である札幌市

学校体育研究連盟, 北海道教育委員

会, 北海道教育大学が連携して実施

し、北海道の教育プロジェクトの一環

として評価されている。また、北海道

教育大では「未来の学び協創研究セン

ター」が立ち上がり社会実装に向けた

活動をさらに進めており、現在は授業

改善プロジェクトの改良システムを

開発中である（図 4.1.3-6）。また、2021

年度では企業による機材やサービス

のサポートを得ることで、さらに充実

したカンファレンスの実施が実現し

ている。これらは北海道内の教育を支える事業として、COIプログラム終了後も継続して実施さ

れる。 

また、サッカーにおいては“戦術的ピリオダイゼーション”という考え方が主流になり、要

素還元論的な育成や練習メニューが否定されている。ただし、データ分析については、未だに

要素還元論的な統計分析が主流である。本研究において、従来の要素還元論的な統計分析とは

異なる、様々なチーム競技に適用可能な「次世代のチーム競技向けデータ分析」の基礎を構築

することが出来たと考える。 

本研究の成果によるソリューションは、2019 年度から日立製作所の中期計画に計上され予算

化ており、Lumadaソリューショ化を推進中である。特に、無線コミュニケーション分析ライブ

ラリと“集団の意識”算出ライブラリは、Lumada ソリューションコアへの登録を完了している。

また、“集団の意識”という集団の創発活動をマクロに可視化できる指標の特許化を 2021 年度

中に行う（図 4.1.3-7）。 

特に、Gene Matched Networkの考え方を応用したクリークに着目したコミュニケーションネ

ットワークの構造分析に特長があり、ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外

にも適用可能である（表 4.1.3-1）。更に、有線コミュニケーションだけでなく、無線コミュニ

ケーションも含めた 2種類のコミュニケーションを分析する手法を実装している。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

授業カンファレンスシステムは、北海道内における授業改善プロジェクトとして一定の成果が

得られたと考えられる。今後の課題としては、これまで得られた成果や知見を北海道以外の地域

でも活用の幅を広げていくことと考える。そのための方法として、研究成果について各種教育研

究会などでの北海道外への積極的な発信と、各都府県の教育現場・大学・教育委員会と連携した
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事業の実施が考えられる。 

ただし、現時点では体育の事例に偏っているため、今後は体育以外の教科でも「理想的なコミ

ュニケーション状態」と「子供の学習意欲を向上させる熟練教師の発言集」などを授業形態毎に

作成すべきと考えている。これが実現できれば、全ての教科で客観的なデータを元に若手教員の

指導能力を短期間で向上させることが出来るようになるはずである。また、いじめ対策と発達障

害児支援については、データ取得や基礎的な研究がまだ十分ではないと思われる。データ取得が

難しいテーマであるため、これらの社会課題については継続して研究を行う必要がある。これら

については、科研費などの研究資金を獲得することで推進する。 

また、社会課題を持つ現場の声をヒアリングし体験することは、企業活動のみでは不可能であ

る。そのため、基礎的な研究テーマや社会課題に対しては、現場と関りを持つ大学や研究者と共

同して継続して行いたい。 

 

(6)その他特記事項 

➀ 研究開発全体の成果について 

集団コミュニケーションを、会話などの“見える”情報をやり取りする有線コミュニケーシ

ョンと、体の同期など“見えない”情報をやり取りする無線コミュニケーションの 2 種類を定

義し、2種類のコミュニケーションを分析する手法を開発した。特に、無線コミュニケーション

の分析は、今後様々な分野で重要になると考えられる。 

“集団の意識”という集団の創発活動をマクロに可視化できる指標を開発するなど、ネットワー

ク構造を分析する独自の手法を開発することができた。“集団の意識”は集団の活性度（＝温度）

とコミュニケーション複雑さ（＝多様性）を表す指標であり、集団の創発活動を相転移に置き

換えることができ、統計力学的な観点を盛り込むことが出来ると考えられる。また、集団だけ

でなく、集団と見なせるもの（人の体の動きなど）にも適用でき、応用範囲が広い。 

Gene Matched Networkという脳科学の研究成果を集団活動に適用し成果を出してきたが、逆

に集団分析で開発した手法を脳科学に適用し、脳に意識があるかどうかを判定するなど、脳科

学へのフィードバックも可能であると考える。 

 

② 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

社会実証に向けた課題として最も大きな点は情報管理と考えられる。授業改善に向けた検討

に実際の授業データを扱うため、児童生徒の個人情報をどのように保護するかが課題となる。

特に、オンラインでのカンファレンスでは、児童生徒の画像・映像などの個人情報の管理が重

要であると考えられる。そのため、オンラインカンファレンスの参加は登録制として、参加者

が特定できる状態での実施とすることが不可欠となる。 
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4.2 個別研究課題：ユースケース実現を支える要素技術開発の取組み 

 

4.2.1  研究開発テーマ１：ストレス物質の検出方法、腸内フローラ改善と免疫力向上 

 
4.2.1.1 研究開発課題①-a：体液(血清・涙)、呼気からのストレス物質の調査・評価 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）、： 西田幸二、大阪大学大学院医学系研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 熊ノ郷淳、大阪大学大学院医学系研究科、教授 

橋田徳康、大阪大学大学院医学系研究科、講師 

山下一郎、大阪大学大学院医学系研究科、特任研究員

西谷幹彦、大阪大学大学院工学研究科、特任教授 

研究開発実施期間： 平成 25度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院医学系研究科 

大阪大学大学院工学研究科 

大阪大学産業科学研究所 

国立循環器病研究センター 

中部大学 

パナソニック株式会社（H25-R2） 

株式会社メディネット（H25-H30） 

 

4.2.1.1.1 ➀-a-⑴：血清からのストレス物質の検出 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

現代人は悪い生活習慣、ストレス、加齢などの要因で、内因性のストレス物質にさらされ慢性

的な炎症を生じている。慢性炎症は生活習慣病、循環器疾患、免疫疾患、アレルギー、神経変

性疾患、悪性腫瘍の誘因となる。自らが課題を克服していく積極的自立社会の実現のために基

盤となるのは、病気になる手前でストレスを感知し、自立的にストレスを解消することが重要

である。そのために、簡便に測定できるストレス物質の同定が重要である。  

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

研究開発課題➀-a-⑶ 山下グループで開発中のバイオセンサも含めて、これら血清中核酸測定

を普及させる。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

既に論文化している（Ann Rheum Dis 2018）に続き、ミトコンドリア DNAの生理的、病的意義

に関する確固たるエビデンス確立のための論文化を行う。 

 

（4）主な成果と達成状況 

＊内在性リガンド物質としての核酸であるミトコンドリア DNA や二本鎖 DNA が免疫疾患である

ベーチェット病及び SLEの患者血清で高値を示す。 

＊それぞれの血清中の存在様式として、ミトコンドリア DNAが exosome、二本鎖 DNAが apoptotic 

bodyと呼ばれる微小粒子内に存在する。 

＊ミトコンドリア DNA は主として IL-1bを、二本鎖 DNAは I型 IFN産生が誘導する。 

＊ミトコンドリア DNA については核酸センサ TLR-9, 二本鎖 DNA による I 型 IFN 産生に関して

は核酸センサである STINGが重要。 

  ＊血清中のミトコンドリアＤＮＡの値とベーチェット病の疾患活動性は相関する。 

＊これらストレス時に生じるエクソゾームに包まれたミトコンドリア DNA は単球から主に放出

される。 

＊ミトコンドリア DNA の exosome の内包されるストレス要因として、炎症性のプログラム細胞

死とされる Pyroptosisと呼ばれる細胞死が関与していた（図 4.2.1.1-1,2）。 
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＊ミトコンドリア DNA はベーチェット病の重大な合併症であるマウスブドウ膜炎モデルを悪化

させた（図 4.2.1.1-3）。 

＊べ―チェット患者においては、ミトコンドリアダメージが亢進しており（図 4.2.1.1-4）、重

症な患者程血清中のミトコトンドリア値が高値を示すことが 160 を超える臨床検体で確認され

た。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

現在研究代表者の熊ノ郷が共同研究講座として産学連携の共同研究を遂行中の製薬メーカー、

および医学系研究科の産学連携クロスイノベーションをプラットフォームに一般化、普及の

ための外部資金を獲得していく。 

 

（6）研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

家庭に居ながら、専門機関に頼ることなく、どこでも簡単に個々人のストレス状態を感知し、

データ・AI の活用により、状態に応じた個々の活性化手段やアドバイスをオンラインなど、 

広域で受けられるサービスが提供されることで活力に満ちたストレスフリーな社会の実現に

繋がる。 

  

4.2.1.1.2 ➀-a-⑵：涙液からのストレス物質の検出 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

(A)内因性ストレス物質の検出と新規バイオマーカの創出 

眼表面は常に外界と接し、感染性病原体への曝露、乾燥と酸化ストレス、紫外線、温度変化・

浸透圧の変化など他臓器と比較して、様々なストレスの影響を受けている。このように常に外的

ストレスにさらされる眼組織においては、特に酸化ストレス・自然免疫システムの影響を受けた

慢性炎症が様々な眼疾患の病態形成だけでなく、術後の炎症などにおける炎症のキープレーヤー

となっている可能性が高いと考えられる。しかし、発症のより早期に病態を反映する特異的なバ

イオマーカの解析はいまだ進んでいないのが現状である。そこで、従来とは発想の異なる“慢性

炎症を切り口とした疾患バイオマーカがないか”、そして“新たなバイオマーカが創出できないだ
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ろうか”という問いに答えるべく体細胞由来の核酸であるミトコンドリア DNA（mtDNA）に注目し

た（図 4.2.1.1-5）。 

(B) ナノポア検出器を用いたウイルス粒子の 1分子検出 

潜在能力の発揮には、現在の状態の検知が必須でありストレス状態の検知は自らの課題克服の

ために重要なプロセスである。オンサイト分析の技術もストレスバイオマーカの検出においては

必須であり、自らで課題克服するための診断ツールは積極的自立社会の実現に有用である。ま

た、ナノポア検出器を用いたウイルス検出の技術は COVID-19を引き起こす新型コロナウイルス

の 1分子検出にも有用で、ウイルス性疾患の早期診断にも貢献することができる。潜在能力の発

揮のために、その障害となるストレス状態を検知することを目的として涙液・血清中のストレス

バイオマーカ測定しストレスを定量化する。具体的には、涙液・血清中の mtDNA、ヘルペスウイ

ルス特に、単純ヘルペスウイルス 1型(HSV-1)をストレスバイオマーカとしてとして決定し、

mtDNAは DNA検出器、ヘルペスウイルスはナノポア検出器を用いて 1分子検出する。ナノポア検

出器は AIによる機械学習を通じた波形解析行うことによりオンサイト分析に最適化した機器の

開発を目指した（図 4.2.1.1-6、非公開）。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

(A)内因性ストレス物質の検出と新規バイオマーカの創出 

「ワーキングメモリの低下は様々なストレスにより引き起こされる」という仮説のもと、疾患

発症患者・健常人・スーパー日本人と様々なタ

イプのストレス状態を反映するものとして、研

究を開始した。本研究テーマは、慢性炎症が関

与しその病態がいまだ明らかでない、眼疾患

（眼表面疾患・ぶどう膜炎・加齢黄斑変性、中

心性漿液性脈絡網膜症など）において、眼局所

（涙液や前房水）及び血清中における mtDNAの

動的変化に焦点を絞り、定量的 PCR法による遺

伝子発現解析を介して、様々な眼科疾患におけ

る“mtDNAの疾患バイオマーカとしての可能性”

を検証した。本研究の成果として、臨床応用可

能な慢性炎症性眼疾患のより独創的な疾患バ

イオマーカの創出が期待される（図 4.2.1.1-

7）。 
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 (B) ナノポア検出器を用いたウイルス粒子の 1分子検出 

現状の感染性病原体の検出に関して、細菌・真菌であれば培養検査を行い数日から数週間培養

に時間がかかり、ウイルスにおいては臨床検体に関して DNA 抽出後の PCR による検出を検査機関

に依頼して行い、やり取りと結果が出るまでに 1 週間程度時間がかかっていた。設備を備えた自

施設で行っても DNA抽出 1時間＋定量 PCR2時間の合計 3時間は最低限かかっていた。この状況を

解決すべく開発されたナノポア検出器は、新型コロナウイルスを極短時間、たった数分で 1 分子

検出する画期的な分析機器で診断ツールとしての価値が高く、病院・診療所・検査機関において

有用な機器になりうるものである。新型コロナウイルスに限らず様々な感染性微生物の検出が可

能であり診断機器として有用である。After/withコロナ時代において、外出の抑制や病院受診控

えなど自宅においてストレス状態・感染状態を検知することは重要で、ナノポア検出器はこれら

のサービスを提供する有効な手段である。メンタルヘルスに関連した市場規模は 200 億円といわ

れており様々な対策がなされてきているものの十分ではない。そもそもストレス状態の検知に関

して、定量性があり簡便なものが今現在なく、我々の提供するストレスバイオマーカとしての

mtDNA やナノポア検出器を用いたウイルスの 1 分子検出は国内外に競合するものもなく独自のも

のであり、独創性が高い。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

(A)内因性ストレス物質の検出と新規バイオマーカの創出 

mtDNAを精神的・肉体的ストレスバイオマーカとして、様々な状態（平常時・ストレス負荷時・

運動負荷時）における、血清濃度変化を計測し、全身状態などのデータも含めデータベースが構

築されている。プロトタイプセンシングデバイスを用いた定量を行い、ストレス性網膜疾患患者

における mtDNA 変動を中心としたデータベース・ストレス評価データベースを構築している。運

動負荷時、精神的なストレス負荷時における血清中 mtDNA の濃度変化を計測し、精神的・肉体的

の両面からのストレスバイオマーカとしての有用性を検証している。 

(B) ナノポア検出器を用いたウイルス粒子の 1分子検出 

終了時には、ナノポア検出器を用いて涙液中のヘルペスウイルスを 1 分子で検出しストレス状

態を評価するシステムが構築され、企業診療所などで実際に運用されていることが到達目標であ

る（図 4.2.1.1-8）。臨床診断におけるナノポア検出器の活用について、臨床サンプルからのウイ

ルス検出と教師データが十分得られるかどうかがボトルネックで、これが克服されれば実装可能

で、将来的なサンプル収集と測定によりこの課題は克服可能である。 

 

（4）主な成果と達成状況 

  様々な職種において勤務前後における血清中の mtDNA を測定した。ストレスのかかる職種で勤

務後に有意に上昇することを明らかにした。運動負荷時、精神的なストレス負荷時における血清

中 mtDNA の濃度変化を計測し、精神的・肉体的の両面からのストレスバイオマーカとしての有用



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 30 

性を明らかにした。ストレス性網膜疾患患者(中心性漿液性脈絡網膜症患者：CSC）における血清

中 mtDNA 測定を、被検者を増やして行い、患者臨床データ（年齢・性別・視力・眼圧・網膜厚・

脈絡膜厚など）を加えたデータベースを構築し、ストレスバイオマーカとしての有用性を明らか

にした（図 4.2.1.1-9）。ぶどう膜炎を引き起こす仙腸関節炎患者のデータベースも構築した。学

術論文の投稿をし査読中である。涙液中・血清中の mtDNA 濃度を指標として、全身のストレス状

態を評価するもしくは疾患状態を評価する方法・手段に関して特許取得した(特許 6654326 スト

レスバイオマーカ、特許 6715526 疾患バイオマーカ)。 

(B) ナノポア検出器を用いたウイルス粒子の 1分子検出                             

ナノポア検出器を用いて、ヒトヘルペスウイルス属であるヒト単純ヘルペスウイルス(HSV-1)を

1分子で検出し、AIによる波形解析を行い高い精度で識別できることを明らかにした（図 4.2.1.1-

10、非公開）。様々な眼疾患の臨床サンプルにおけるナノポア検出器の有用性が検証された。ウイ

ルスの検出に関して、国内外に特許申請を行った（PCT/JP2019/028356「ウイルス計測方法、ウイ

ルス計測装置、ウイルス判定プログラム、ストレス判定方法、およびストレス判定装置」）。            

（5）今後の課題と対応方針 

mtDNA の計測に関して、センシングデバイスの開発がついに完成しプロトタイプの機器を用い
た実際のサンプル測定ができるようになった。実際のサンプル測定等を行いつつ、有用性の検証
を進めている。小型化や汎用性への課題がまだ、未解決であり支援企業との連携を図りつつ進め
ている。より多くのサンプルを用いたデータベースの構築が急務であるが、すでにサンプリング
は完了して順調に進めている。一方、ナノポア検出器の開発は社会実装へ向けて順調である。 

 

（6）研究その他特記事項 

➀ 開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

精神的・肉体的ストレス状態を、比較的短時間に定量的に計測できるシステムが構築され、日々

の日常において簡便にストレス状態を検知し、対処できる社会が実現している。多くの健常人コ

ントロール・疾患発症前・疾患発症者など多くの被検者からのデータ収集により構築されたデー

タベースを用いて、的確に疾患発症のスペクトラムが理解され、疾患発症にかかわる病態の理解

や未病状態の検出と予防医学への貢献につながっていく可能性をもつ。血清中 mtDNA などのバイ

オマーカ検出や涙液中ヘルペスウイルスの 1 分子検出が比較的短時間で実行され、機器は一般家

庭や企業に設置され簡便にストレスチェックが行える社会の実現が予想される。また、一般病院

の検査室や診察室に設置することにより慢性炎症状態やストレス病態の評価、感染病原体の短時

間検出など診療に及ぼすインパクトは大きくなると考える。 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

１．涙液中に mtDNA が存在しており、角膜疾患でのみ有意に上昇していることを明らかにした。

しかも、眼表面のストレスにかかわるドライアイや眼の慢性炎症疾患である角膜輪部疲弊症で非
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常に高値であることを示し、眼表面の細胞が破壊されることにより細胞内の mtDNA が涙液中に放

出され、オキュラーサーフェイスにおける慢性炎症に関与していることを明らかにした。 

２．様々な職種における勤務前後での血清中・涙液中の mtDNA の変化を調べ、精神的ストレスの

かかる職種で、ストレス負荷後の血清中 mtDNA が有意に増加すること。激しいスポーツ後も上昇

することより、精神的・肉体的なストレスのバイオマーカになりうることを明らかにした。 

３．ストレス性網膜疾患患者(中心性漿液性脈絡網膜症患者：CSC）において有意に血清中 mtDNAが

高値であることを明らかにした。網膜色素上皮細胞も障害される加齢黄斑変性患者では上昇を認

めず病勢と相関性があることより、疾患特異的なバイオマーカである可能性を明らかにした。さ

らに、酸化ストレスマーカである 8OHdG とは相関せず、alarmin 分子である HMGB1 と相関するこ

とよりミトコンドリアに関連した酸化ストレスではなく、炎症関連分子との協調により病態発現

にかかわることを明らかにした。以上、体液中の mtDNA のバイオマーカとしての有用性を検証し、

研究成果を現在、学術論文に投稿中である。涙液中・血清中の mtDNA 濃度を指標として、全身の

ストレス状態を評価するもしくは疾患状態を評価する方法・手段に関して特許取得した。(特許

6654326 号：眼科疾患のバイオマーカー、特許 6715526号：ストレスバイオマーカー) 

４。ナノポア検出器を用いて、ヒトヘルペスウイルス属であるヒト単純ヘルペスウイルス(HSV-1)

を 1分子で検出し、AI による波形解析を行い高い精度で識別できることを明らかにした。設備の

整った環境でも、結果がでるまでに 3 時間かかる工程を数分で行い、ウイルスの同定ができる画

期的な検査法を確立した。様々な眼疾患の臨床サンプルにおけるナノポア検出器の有用性を検証

し、PCR 法に代わる検査方法として今後研究開発を進める予定である。ウイルスの検出法に関し

て、国内外に特許申請を行った（PCT/JP2019/028356「ウイルス計測方法、ウイルス計測装置、ウ

イルス判定プログラム、ストレス判定方法、およびストレス判定装置」） 

 
4.2.1.1.3 ➀-a-⑶：核酸の新たな検出原理の実証 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

ストレスの検出は今後の社会生活において重要なファクターとなる。ストレスを測定するこ

とにより心身の健康な管理が可能になる。そのためには定量的ストレス計測が必須であるが、

これまでは質問やアンケートによる測定で行われており、定量的測定ができていない。大阪大

学では「ストレス量と血中、涙液中ミトコンドリア量が比例する」ことを見出した。ストレス⇋

ミトコンドリア量⇋特有 DNA 量が成立することから、本テーマでは特定 DNA量を計測する小型可

搬型リアルタイム PCR を研究開発し、ストレスの定量測定サービスやウイルス DNA のその場検

出を提供することを目指した。 

本テーマはまずこのミトコンドリア量を定量的に検出し、ストレスを定量化するため DNA を

定量測定する手段としてリアルタイム PCRを設定し、これの小型低価格可搬型リアルタイム PCR

を開発することとした。リアルタイム PCR の研究開発は、多くの技術要素があるが、大きく①

バイオ系の設計、②リアルタイム PCR の電気的（FET,EIS）検出技術開発、③測定装置(ソフト

と検出チップを含む)に分けられた。本テーマではこれらの要素、さらにその構成要素をそれぞ

れひとつずつ解決している。 

この小型可搬型リアルタイム PCR により、職場や家庭においてミトコンドリア量を定量的に

検出することで、その場でストレスを測定できるようになる。現状のリアルタイム PCR は大型

でこのようなサービスには利用できないが、本テーマのリアルタイム PCR はストレスを簡単に

その場で検出できるようになる。またその場ウイルス検出にも利用できる。今後 withコロナへ

世界は移っていくと考えられ、そのためにリアルタイム PCR のニーズはますます高まっていく

ものと予想される。今回開発したリアルタイム PCR は DNA 検査を手軽にすることで社会に安全

安心を届けことができる。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

阪大で見つけられた、「ストレス量と血中、涙液中ミトコンドリア量が比例する」知見を用い

て、ミトコンドリア量をその DNA 量から検出する超小型可搬型リアルタイム PCR の開発、作製

を行う。次に開発した装置を用いて、これまでの諮問による個人のストレス測定のあいまいさ
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を廃し、ストレス定量測定のその場測定サービス、DNA 測定、ウイルス測定等を行うサービス

を、オフィス、工場、教室、家庭などのその場で提供する。 

超小型可搬リアルタイム PCR 装置は企業との共同開発を行い製品化する。サービスについては

新規企業設立を想定する。なお 2021年現在同種あるいは代替となるリアルタイム PCR製品はな

く、また装置が無いため想定するサービスも無い。ストレスではこれからの心の健全性を保つ

ことが求められる社会では新しいマーケットセクターとして発展すると期待できる。 

特定 DNA検出、ウイルス、新感染症（COVID19）検出にも使用できるものであることからこち

らでの市場性もあると判断している。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

  当初低塩濃度 PCR を実現することで FET を用いた電荷検出型リアルタイム PCR の実現を目指

したが、感度の問題が克服できなかった。しかしながら本研究では dsDNA インターカレータに

よる電荷移動抵抗の異常増強状態を作り出し、これを電気化学的検出方法に応用することで、

高感度のリアルタイム PCR を実現した。この電気的手法は同時に装置の小型にもつながり、現

在協力企業と小型可搬型リアルタイム PCR のプロトタイプ作製を行い、医学部サンプルの測定

に取り組み改良を進めている。研究開発期間終了時には、プロトタイプ・デモ機が完成し、ス

トレス計測市場やウイルス等検出市場へ展開予定である。研究開発期間終了時の達成目標とし

ては以下の通りである。 

 

１．新原理小型リアルタイム PCR 装置とソフトウエア完成 

 新原理小型リアルタイム PCR装置は、被測定サンプルと PCR溶液を保持するチップ、加えた

PCR 溶液に熱サイクルを加える装置とその溶液中の小型電極に数 Hzの交流電界を印可してイ

ンピーダンスを測定する回路を一体化して小型可搬型装置を作製する。熱サイクルをサンプル

に加える熱駆動装置、断熱性能、高精度耐ノイズインピーダンス測定を実現する。また PCRの

進行とインピーダンス変化の両データから DNA量判定を行うソフトウエアの初期バ―ジョンを

完成させる。これらを統合することで、その場で 60分内でのリアルタイム PCRを実現する。

また完成した小型リアルタイム PCRを阪大医学部（西田教授、熊ノ郷教授）にて使用していた

だき、mtDNA 計測データ蓄積を行うと同時に装置改善を実施する。 

２．新原理リアルタイム PCR測定手法の確立： 

これまでのリアルタイム PCRは光学式検出を行っていたため、装置が大きく重くなりまた精

密な光学系を用いるため高額で可搬できないデメリットがあった。電気化学センサは、基本的

に作用電極（WE）、対向電極（CE）、参照電極（RE）の 3つの電極から構成され、簡単なインピ

ーダンス測定で溶液の状態を検出できる。しかし、これまでは電極の汚濁と再現性の問題でリ

アルタイム PCRへの応用は難しかったが、今回ポーラスな電極保護層と、新しく第２メディエ

ーターを導入する手法を開発し、この問題点を解決した。社会実装の基礎データを確保するた

めこの手法の原理確認を含めてリアルタイム PCR測定手法を確立する（図 4.2.1.1-11）。 

 
（4）主な成果と達成状況 

本リアルタイム PCR の開発研究は大きく①バイオ系の設計、②リアルタイム PCR の電気的

（FET,EIS）検出技術開発、③測定装置(ソフトと検出チップを含む)の要素に分けられる。 

  開発初期には、血液、血清、涙液からのミトコンドリア DNA の抽出と PCR 条件の探索に注力
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し、続いて、電気的計測として FET方式からインピーダンススペクトロスコピー（EIS）の新

計測技術に注力した。プロジェクト後半では、協力企業を見出し、測定チップの設計、温度

制御、インピーダンス測定、測定結果判断をまとめた装置の作製を行ってきた。 

  主たる成果としては最初の段階では、熱変性による DNA抽出技術の完成、EIS検出では、第２

メディエーター添加による、高感度検出技術の完成、装置開発では装置、チップ、ソフトの

統合、小型化の技術の仕上げと医学部とのミトコンドリア DNA 検出があるが、ここで重要な

３点を以下に記述する。 

 

1．主な成果 

① PCRに使用できる血清、涙液からの mtDNA 抽出と PCR薬液混合法の開発: 

  阪大医学部（西田教授・熊ノ郷教授）と、血清・涙液サンプ中のミトコンドリアを定量的に

測定できる PCR溶液を簡便に調整・作製する手法を完成させた。１測定あたりサンプル溶液は

１-２μLで十分測定可能である。 

 

② 新原理リアルタイム PCR測定手法の創出: 

この検出原理の基本は、少量の第２メディエーター＝[Ru(bpy)2DPPZ]2+が、[Fe(CN)6]3-/4-メデ

ィエーターと GC 電極間の電荷移動を大きく促進すると言う発見を基本としている。電気化学測

定では、通常一つのメディエーターしか利用しない。我々は第２メディエーターを導入するこ

とで、この第１メディエーターの電気化学的反応を制御できることを発見した。その効果は極

めて大きく、第１メディエーターの 1/1,000,000 の濃度でも効果は確認された。我々の知る限

り、この種の報告はこれが初めてであり、特許も成立している。また PCR 溶液中での測定を実

現するためには電極の保護層の開発も重要であるがこれについてもポーラスな有機系保護膜の

作製に成功した。 

これらの技術で、これまでの光学式リアルタイム PCR に匹敵する検出機器が、インピーダン

ス測定と言う電気的に極めて簡単な手法で測定できるようになった。これにより超小型リアル

タイム PCR への道が開かれた。すでに実験的な再現性は確立している。リアルタイム PCR の測

定も多数回行っており、また炭素系電極においても低価格スクリーン印刷電極で検出できるこ

とが確認されている。社会実装するための

再現性は担保されていると考える。 

しかし、この方式の更なる高性能化のた

めには、新発見の効果のメカニズムを明

らかにしておく必要がある。仮説として

炭素電極の Basal 面や Edge面に特異的に

吸着することで効果が生じた可能性があ

り、現在はその解明を行っているところ

である。研究開発終了時には一定の原理

解明を完了する予定である。またこの研

究を通じで、これまでの特許を補強する

特許取得を行う（図 4.2.1.1-12）。 

        

③ 新原理リアルタイム PCRを実現する小型 PCR装置及び電気測回路とソフトウエアの完成、医

学部（西田教授・熊ノ郷教授）血清・涙液内からのミトコンドリア測定。 

 協力会社と熱サイクルをサンプルに加える熱駆動装置とインピーダンス測定を行う電気回路

を持つ小型可搬型装置を協力企業と検討を重ね、完成させた。これらをまとめ、研究開発終了

時に 90分内でのリアルタイム PCR を実現する。小型リアルタイム PCRを阪大医学部（西田教

授、熊ノ郷教授）のサンプルを用いて行い、mtDNA 計測データ蓄積を行うと同時に装置改善を

実施する。 

 

２．達成状況 

バイオ系では PCR に使用できる血清、涙液からの mtDNA 抽出と PCR 薬液混合法の開発が、血清

サンプルのフィルビル成分の除去がやや困難であったものの完成し、ミトコンドリア DNA の特異

配列の PCR に成功した。リアルタイム PCR では、2021 年度にまでにポータブルリアルタイム PCR
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に目途を付けた。第一次プロトタイプでは、PCR 全容量は約 50μL(サンプル量 2.5μL 相当)で、

ミトコンドリア NADH 配列を 90 分で検出できた。第 2 次プロトタイプでは PCR 全容量を 30μL 以

下(サンプル量 1.5μL)で実現した。測定出力の一例を図 4.2.1.1-13 に示す。信号ピークの開始

点が critical cycle となる。 

またソフトウエアに関しても、簡単操作で測定が実施できる Man-Machine インターフェースの

ファーストバージョンを完成させて動作の確認を行った。ほぼポータブルリアルタイム PCR のめ

どがついた状況にある。その装置を医学部（西田教授・熊ノ郷教授）にて使用していただき、装

置の評価、フィードバックを進めつつある。 

最終目標であるストレスの計測サービスについては、まだ具体化は進められていないが、サー

ビスの具体化検討を行っている。 

リアルタイム PCR のウイルス検出等、DNA 検出応用展開については、見込ユーザーへのサンプ

ル提供を視野に入れた活動を開始した。できるだけ速やかに、製品の提供、サービスの具体化、

社会実装につなげる予定である。 

  

３．テーマとしての、科学技術・学術上の新たな体系的な知見につながった成果 

今回のストレス検出の手段としてミトコンドリア DNA の特定 DNA 配列検出機器の開発が最重要

項目であった。バイオセンサでは通常電荷検出型の FET センサが用いられることが多い。本テー

マでも当初 FET による PCR モニターを志向した。しかし、電荷検出型センサでは溶液中のイオン

によりその検出感度は著しく減少する。すなわち静電遮蔽長、いわゆるデバイ長の外では、電荷

が発生する電界は遮蔽され、検出することができない。ところが通常の PCR 溶液では、イオン濃

度が高くデバイ長は 1nm 以下で FET 検出はできない。そこで、低イオン濃度 PCR を研究開発し、

数 mM 濃度のイオンで駆動できるまで研究は進んだが、その濃度でも、デバイ長は数 nm をこえる

長さにはならず感度不足から電荷検出方式を断念せざるを得なかった。 

そこで我々は電気化学的センサに注目した。電気化学式バイオセンサは、測定溶液中に少量の

酸化還元メディエーターを添加し、メディエーターと電極間の電荷移動を検出する。この原理に

より、メディエーターの状態や量の変化、表面状態の変化、電極表面への生体分子の吸着などを、

酸化還元ピークやインピーダンスによって高感度に検出することができる。そのため電気化学セ

ンサは、デバイ長の制約がなく、生理的条件や PCR溶液条件下でも高感度で動作することが可能。 

この電気化学センサは、基本的に作用電極（WE）、対向電極（CE）、参照電極（RE）の 3 つの電

極から構成されている。酸化還元メディエーターとして、数 mMの[Fe(CN)6]3-/4-を添加するのが一

般的で、電極としては金電極や炭素電極が良く用いられている。 

センサの検出方式にはいくつかの

手法があるが、我々は電気化学インピ

ーダンス分光法（EIS）に着目した。EIS

は，WEと CEの間のインピーダンスを

測定する簡便な方法で、エレクトロニ

クスの分野で確立された技術である

（図 4.2.1.1-14（a））。測定する溶液

中の電極に、掃引周波数の正弦波交流

電圧を印加し、レドックス反応による
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電流をインピーダンス分光法として記録する。測定された複素インピーダンスはナイキストプロ

ットとしてプロットすることができ、この EIS スペクトルは、バイオセンシングでは典型的な半

円と 45度の傾きを持つ直線の組み合わせとなる（同図（b））。このスペクトルは、4つの異なる現

象に由来する 4 つの要素を持つランドールの等価回路で記述することができる。(1）電極表面の

電荷移動抵抗（Rct）、（2）低周波域でのメディエーターの拡散によるウォーバーグ・インピーダ

ンス（Rw）、（3）電極表面の電気二重層キャパシタンス（Cdl）、（4）溶液抵抗（Rs）である。Cdlに

は，Rct と Rw の直列結合が並列になっており、溶液抵抗（Rs）は直列に付加されている。Rct と

Cdl の並列接合から半円が発生し、その直径は Rctとほぼ等しい。低周波では 45度の傾きを持つ

直線が Warburg インピーダンスによって生成される。電極上のプローブに分子が吸着した

[Fe(CN)6]3-/4-の量や活性が変化すると、電荷の移動が阻害され、Rctが大きくなる。この Rctの変

化量ΔRtがセンサの出力となる。 

EIS による PCR 検出を実現するために、我々は Ru 錯体イオン [Ru(bpy)2DPPZ]2+を合成した。

[Ru(bpy)2DPPZ]2+は PCR 産物のアンプリコンである dsDNA にインターカレーションすることがで

きるよう設計した第２メディエーターである。 

この Ru 錯体イオン を用いて EIS 測定を行っ

たところ、これまでとは全く異なる現象を発見

した。10mM Tris pH8.0 + 50mM KCl + 1.5mM 

MgCl2 に 1mM [Fe(CN)6]3-/4-を加えた溶液で、交流

電圧は 10mV とし、開回路電位（OCP）を採用し

て、周波数範囲、10kHz～0.1Hz、5点/decadeで

EIS 測定を行ったところ、わずか 1nM の Ru錯体

添加で通常では見られない電荷移動増強、Rctの

減少効果が見られた。第一メディア 1mM 
[Fe(CN)6]3-/4-の 1/1,000,000 濃度で変化は起こ

り、わずか 1/1,000 濃度で極めて大きな Rct の

減少が観察された（図 4.2.1.1-15）。これは我々

の知る限り他に報告はない。新しい現象である。 

この新発見、電荷移動促進や Rct 減少の顕著な効果を、我々は PCR のモニタリングに利用する

ことを発想し、具体化し、本プロジェクトでリアルタイム PCR 装置に組み込み作製を行った。そ

の動作は以下のようなものである。PCR 溶液に数 mM の[Fe(CN)6]3-/4-と数 mM の[Ru(bpy)2DPPZ]2+を

加えると、[[Ru(bpy)2DPPZ]2+は、PCRの進行に伴ってアンプリコンである dsDNAに取り込まれるこ

とになる。このインターカレーションは、望ましくない吸着に対する保護層を持つ電極を使用す

る場合、Rctの大きな増加を引き起こす。ある回数の PCR熱サイクルで、dsDNAは著しく増幅され、

Rct は急激に増加する。dsDNAの生成が終了すると Rctの増加は止まる。したがって、PCRの進行

状況は、Rctの絶対値とは無関係に、ΔRctのピークとしてリアルタイムにモニターすることがで

きる。 

この発見により、これまでの光学的検出方式から簡便な電極によるインピーダンス測定への移

行が可能になり、これまでにない小型リアルタイム PCRの実現が可能となった。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

1. 今後の課題と方針 

医学部（西田教授・熊ノ郷教授）で装置の評価をしていただき、より使いやすいリアルタイム

PCR 装置を市場に提供する。まず、当初目標のミトコンドリア DNAの検出装置を実現する。また、

with コロナ社会でニーズが大きい特定 DNA 検出用小型可搬型リアルタイム PCR 機器の提供を行

う。 

オフィス、工場、教室、家庭などのその場でストレス定量測定サービスは、既存のストレス測

定業者とのコンタクトを行うことを想定している。 

 

2．社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 
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始めに一般的なリアルタイムＰＣＲとして商品化をするが、DNA 検出の規制をクリアする必要

がある。 

 

（6）研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

１. ストレス計測について 

ストレスは現代社会の問題点として広く認識されており、そのため一定規模の会社ではそ

のモニターが義務化されているほどである。ストレスはそのように問題点としての認識はさ

れているが、その計測手法につては、質問シートによることが多くの場合であり定量性には問

題が残る。大阪大学の「血中、涙液中のミトコンドリア量がストレスと比例する」と言う知見

は極めて重要であり、これを基に、本研究で開発された、超小型リアルタイム PCRは現場で、

ストレス因子であるミトコンドリアを 60分程度で測定できる手段を提供するもので、ストレ

スの定量測定に大きな一歩を示すことになる。そのインパクトは大きい。 

２．リアルタイム PCR について 

 2020年に現れた新型コロナウイルスの出現により世界的にウイルス検出の技術が求められ

ている。特に PCR はウイルスの特定遺伝子を検出する方法であり、患者のその時点における

感染状況を把握する手段としてニーズが大きい。さらに定量的に DNA 量を計測できるリアル

タイム PCR は患者のコロナウイルス量を定量的に測定できるため、病状の進行もモニターで

きる。しかし従来のリアルタイム PCR は光学式検出のため、デスクトップ型で、持ち運びで

きず、高額なため、そのニーズはあっても広く普及できていない。今回開発したリアルタイ

ム PCR は超小型可搬型で、いつでも、どこでも、その場で、短時間にコロナウイルスを検出

できるため、これからくる with コロナ時代に重要な機器となる。また SARS,MERSを見てわか

るように必ず周期的に現れる新感染症に対応する社会に、簡易検出法で安心を与えることも

可能となる。このように今回研究開発したリアルタイム PCR は今後の with コロナ社会に安

心、安全を与える機器となり大きなインパクトを与えると考えられる。 

 

4.2.1.1.4 ➀-a-⑷：呼気からのストレス物質の検出 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

数千種類ある呼気ガス成分の中で、低分子で生体メンタルストレス関連マーカとして、アセト

ン、ＣＯを特定しそれらのセンシング材料研究を研究し一定の成果を得たが、長期信頼性の面

で課題があり、生体から発せられる活性酸素のセンシングに方向転換した。 

ヒトが取り込む酸素のうちの数%が活性酸素になる。体内で活性酸素が多い＝酸化ストレスの状

態が続くと、ヒトの心身状態に様々な悪影響を及ぼすことが知られている。ヒトの活性酸素（酸

化ストレス）は、血液や尿に含まれる活性酸素起因の酸化副生成物から間接的に計測するのが

一般的であり、特定機関での利用に留まっている。我々は、主要な活性酸素である OHラジカル

(OH)を体表ガスから非侵襲的に計測できるようにすることで、活性酸素計測をパーソナルユー

スまで裾野を拡げられないかと考えて、研究開発を進めてきた。 

（拠点ビジョンとの関係） 

 本テーマが将来目指すところは、一般健常人が自身の心身状態をカジュアルに計測して見える

化できるようにすることである。日々のストレス・疲労状態を正しく客観的に把握することで

生活習慣をセルフコントロールし、（積極的自立社会の大前提である）身体的にも心理的にも健

康で充実した社会生活を実現する。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

想定する製品 : 皮膚貼付式の酸化ストレスインジケータ 

従来の酸化ストレス計測は血液や尿の採取が必要であり、エンドユーザーはクリニックや研究

機関に限定されている。皮膚 OHから酸化ストレスを非侵襲的かつオンサイトで計測することに

より個人で日常の疲労状態の確認が可能になる。 

酸化ストレス計測の世界市場規模は約 800億円（2020 年度）である。本製品によって、新たに
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一般健常人のパーソナルユースが加わり、その過半のシェア獲得を見込む。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

皮膚貼付式の酸化ストレスインジケータを実現するには、OH センサで計測する経皮 OH 信号が

既存計測法の信号と対応（相関）することが不可欠となる。COI終了時までに、心理負荷や運動

負荷による被験者実験を通じてデータを蓄積し、両者の相関を確認して小型 OHセンサの有用性

を実証する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

1. 体表ガスから OH発生を実証 

レーザー誘起蛍光法（LIF）は、レ 

ーザー励起によって OHから発する 

蛍光を直接計測する。我々はまず、  

皮膚表面近傍で LIF計測できる実験 

装置を独自に構築し、皮膚ガスから 

OHを計測できることを実証した（図 

4.2.1.1-16）。また、運動負荷試験を 

実施し、運動後に酸化ストレスマー 

カの値（8OHdG）の上昇と相関して皮 

膚 OH量が上昇することを確認し、皮 

膚 OHがストレス挙動を反映する重 

要なマーカ物質であることを見出し 

た。 

 

2. 簡易型 OHセンサの開発 

LIF は据え置き型装置で可搬性がないため、

新たに簡易型の OH センサの開発を試みた。

まずガス状 OH を検出可能な材料の開発を試

みた。テレフタル酸とオクチルアミンからな

る有機塩結晶を作製し、結晶中の空孔におい

て OH とテレフタル酸が水酸化反応すること

で生成するヒドロキシテレフタル酸の蛍光

からガス状 OH を検出可能にした（図

4.2.1.1-17）。 

次に経皮装着に向けて、前記の有機塩結晶を

簡易な溶液プロセスによって、シート状に成

型加する技術を確立し、OH センサシートの作

製を実現した（図 4.2.1.1-18）。 

さらに OH センサシートをマグネットで容易

に吸脱着して格納できる小型容器を開発し、

この容器をサポータでストレス感無く皮膚

に装着して皮膚 OH を計測できる試作機を構

築した（図 4.2.1.1-19）。 

 

3. 被検者実験 

構築した試作機を用いて、運動負荷、講義に

よる負荷、外来診療による負荷、の 3つの被

検者実験を実施した。 
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まず自転車エルゴメータによる運動負荷試験においては、運動負荷時において皮膚 OH放出量の増

加が見られた（図 4.2.1.1-20）。身体的ストレスが皮膚 OH計測を介して評価可能であることが示

唆された。   

90 分間の講義による負荷においては、講

義中に皮膚 OH放出量が上昇する傾向であ

った（図 4.2.1.1-21）。被検者の教員の主

観では講義で強い疲労感を感じており、

主観的疲労間が皮膚 OH計測を介して計測

できる可能性が示された。 

外来診療による負荷においては、診察時

と安静時で皮膚 OH放出量に差が見られな

かった（図 4.2.1.1-22）。診察中は患者が

絶え間なく訪れて多忙であったにも関わ

らず、被験者の医師は主観的な疲労感を

感じなかった。先の講義による負荷の結

果も併せて鑑みると、皮膚 OH放出量が、

被験者の主観的な疲労感と相関している

ことが見て取れる。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

LIF 法によって、皮膚から OHが放出されていることを確認し、皮膚 OH量がストレス挙動を反映

することを見出した。次に LIFよりも簡便に OHを計測するために、テレフタル酸とオクチルア

ミンからなる有機塩結晶を検知剤とした OHセンサを開発し、皮膚装着型の試作機を構築した。

試作機を用いた被検者実験において、被験者の身体的ストレスや主観的な疲労感が皮膚 OH計測

を介して評価できることを示唆する結果を得た。なお、本テーマは令和 2年度をもって早期終了

となり、皮膚貼付式の酸化ストレスインジケータの開発は断念した。 

 

（6）その他特記事項 

 

➀研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

非侵襲的な OH計測が可能になることで、ユーザーの裾野がパーソナルユースまで拡がることが期

待できる。アスリートのコンディショニング、シフトワーカーや長距離運転手といった激務労働

者の疲労管理、といった用途への展開が見込まれる（図 4.2.1.1-23）。 
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➁ 研究開発成果の多様な展開の状況 

本テーマで開発した OHセンサ技術は、経皮 OH計測にとどまらず、プラズマや光触媒などの OH

を活性種として用いる技術分野にも展開可能である。パナソニックでは、自社の OHラジカル生成

デバイスをモニタリングする手法として OHセンサ技術を横展開し、デバイス開発へのフィードバ

ック及び顧客への訴求のために活用していく予定である（図 4.2.1.1-24）。 
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4.2.1.2 ➀-b：腸内フローラ改善による人間力活性化メカニズムの解明 
 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 西野邦彦、大阪大学産業科学研究所、教授 

熊ノ郷淳、大阪大学大学院医学系研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 山崎聖司、大阪大学高等共創研究院、准教授 

研究開発実施期間： 平成 27度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院医学系研究科 

大阪大学産業科学研究所 

東北大学環境科学研究科 

株式会社ファイン（H28-R3） 

株式会社リコー（H29-R3） 

日本シーエイチシー株式会社（H30-R3） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要） 

すでにヒトと共生関係にある腸内細菌（図 4.2.1.2-

1）であるが、近年の研究により、従来考えられてい

た以上にヒトの健康に関わっていることが明らかに

なり、その関係性が見直されつつある。 
それに伴い、有用な菌を新たにヒト体内に取り入れ

ようとする手法（乳酸菌やビフィズス菌の摂取・便移

植等）が注目されているが、「すでに完成している腸

内フローラ」の中に別の菌が入り込むのは難しく、な

かなか腸内に定着しないという大きな問題がある。 

そこで本研究では、すでに個々人の体内に存在して

いる腸内細菌に着目し、それらの細菌の各種活動を

コントロールすることで、腸内フローラの恩恵を最

大限ヒトが享受できる、より良い共生関係を構築する。 

 

（拠点ビジョンとの関係） 

腸内フローラが、人の免疫力・病原体排除・脳内情報伝達物質前駆体の形成に関わることが分

かってきており、人間の活性化との関係が注目されている。 

本研究では、腸内フローラに含まれる善玉菌の活性化に加え、悪玉菌と中間菌にも着目して細菌

の毒性を軽減する新たな手法を開発した後、製品化・商品化を通して早期社会実装を目指す。 

当手法により、免疫力・脳と深い関係のある腸内フローラを改善し、ストレス除去・抗うつ作用・

睡眠しやすい状態を作り出すことで、withコロナ/afterコロナ時代における脳の活性化・人間力

活性化を、家庭内で実現することを目指す。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

善玉菌と中間菌の有用成分産生促進サプリメント 

アンデス地方原産の野菜ヤーコン（図 4.2.1.2-2）には、便通改善作用や善玉菌の増殖促進効果

がある（他研究グループ論文 Food Chem 135: 1592-1599, 2012）ことが明らかになる等、近年解

析が進んでおり、善玉菌・中間菌による有用成分の産生促進サプリメントの原料として注目して

いる。 

またヤーコンは、収量がきわめて多い、腸内フローラ改善の主要成分であるイヌリン（フラク

トオリゴ糖）のほか、ポリフェノール等の健康サポート成分も豊富に含むという点で、実用化・

商品化に適している原料であると考えている。 

実際に、イヌリン単独投与時よりもヤーコン投与時のほうが、肥満予防・抗炎症・抗アレルギー
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作用のある短鎖脂肪酸の発酵生成率が高いことが確

認 さ れ て い る （ 他 研 究 グ ル ー プ 論 文 Biosci 

Microbiota Food Health 32: 167-178, 2013）。 

対象研究として、潰瘍性大腸炎に対しての抗生剤療

法と糞便移植療法の臨床研究があり、特定の患者の新

規治療法として期待されるが、抗菌剤の副作用や長期

間の定着性維持に課題がある。 

一方で本研究は、家庭での長期間服用を前提とし

て、個人が持つ善玉菌、悪玉菌、中間菌の比率を変え

ずに毒性のみを軽減することで、withコロナ/afterコ

ロナ時代における多くの健常人のクオリティーオブ

ライフの向上と延命を目指している。 

大阪大学の研究倫理審査を経て、ヒトを用いた検証結果をフィードバックし商品開発を行い、

「機能性表示食品」認定を得て、2021年度中に販売開始し（全国のドラッグストア・スーパー）、

フローラ関連食品サプリ市場 年 3000 億円のシェア 5％（150億円）を狙う。 

 
簡便な腸内環境判定手法 

 体重計や体温計のように、家庭で簡便に腸内環

境を判定できるトイレ（図 4.2.1.2-3）の実用化

に向けた研究開発を進める。 

なお、腸内環境の判定に利用する有害な糞便成

分としては、アンモニア、インドール、スカトー

ル等、有用な糞便成分としては短鎖脂肪酸等に注

目している。 

開発するセンサは、イオンの移動度の電界強度

依存性を利用して分子をふるい分ける技術を採

用しており、普通の気圧（大気圧下）で駆動する。 

インクジェットや光スキャナで培った MEMS 技

術を利用して、微細な流路を有するイオンフィル

タを実現している。このフィルタの構造は先行事

例を参考にしているが、リコー独自の工夫が入っており、特許化しているものである。 

便の臭気成分は様々な分子（酸性、塩基性、構造や質量が近い分子）が含まれ、この複合分子

群を塊で捉えつつ分子種毎に定量化することが重要であり、本技術はこうした測定を可能にする

能力を有している。 

大阪大学の研究倫理審査を経て、ヒト糞便を用いた製品プロト機評価を行うとともに、健康に

関する糞便中の重要成分も同定し、2021年度中にエビデンスを確立させることで、企業での開発

継続を可能にする。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

【フローラ改善サプリ】 

2021年度中に販売（全国のドラッグストア・スーパー）。フローラ関連食品サプリ市場 年 3000

億円のシェア 5％（150億円）を狙う。2030年までに当該サプリの国内認知率 50％。 

【便臭、便成分センサデバイス】 

2021年度までに、臨床試験によってエビデンスを確立させ、企業での開発継続を可能にする技

術レベルに到達させる。 

（4）主な成果と達成状況 

【フローラ改善サプリ】 

・イヌリン含有食品が、高脂肪食マウスの腸内フローラの乱れを抑えることを明らかにし、特許

を出願（図 4.2.1.2-4）。 

･イヌリン含有食品が、高脂肪食マウスの免疫力を改善することを明らかにし、特許を出願 。 
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･イヌリン含有食品が、高脂肪食マウスの肝臓への脂肪の蓄積を抑えることを明らかにし、特許を

出願。 

【便臭、便成分センサデバイス】 

･イオンの移動度の電界強度依存性を利用して分子をふるい分ける技術と MEMS 技術を利用して、

普通の気圧（大気圧下）で便臭をセンシングできるガスセンサを開発･独自のガスライブラリとの

マッチングによる定性分析手法（β版）を開発（図 4.2.1.2-5）。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

フローラ改善サプリ、便臭便成分センサデバイスともに、大阪大学の研究倫理審査を経て、小規

模ながらヒトを用いた臨床試験を行うところまで来ている。これまでに両製品・サービスの有効

性を示すデータが得られてきており、今後はより大規模な臨床試験を実施していく。 

 

⑹その他の特記事項 

 ➀ テーブの成果が人に与えるインパクト 

すでにヒトと共生関係にある腸内細菌であるが、近年の

研究により、従来考えられていた以上にヒトの健康に関

わっていることが明らかになり、その関係性が見直され

つつある。 

それに伴い、有用な菌を新たにヒト体内に取り入れよ

うとする手法（乳酸菌やビフィズス菌の摂取・便移植等）

が注目されているが、「すでに完成している腸内フロー

ラ」の中に別の菌が入り込むのは難しく、なかなか腸内

に定着しないという大きな問題がある。 

そこで、すでに個々人の体内に存在している腸内細菌

に着目し、それらの細菌の各種活動をコントロールする

ことで、腸内フローラの恩恵（図 4.2.1.2-6）を最大限

ヒトが享受できる、より良い共生関係を構築する。 

以下本研究開発テーマの成果が社会・人に与えるイン

パクトについて記載する。 

【有用成分の生産・放出促進による健康増進】 

腸内細菌の中には、ヒトに対する有用成分を生産・放出し、ヒトの健康に寄与するものが存在

する。その全貌はまだ明らかとなっていないが、整腸作用等に寄与することが昔から知られてい

る乳酸菌やビフィズス菌等に加え、最近では、短鎖脂肪酸を放出してヒト細胞の脂肪の取り込み

を抑制するバクテロイデス（中間菌・日和見菌に分類される）等も注目されている。これらの菌

の有用成分の生産・放出を活性化することができれば、ヒトの健康増進に大いに貢献することが

できる。 

【毒性物質の排出抑制による疾病予防】 

一方で、ヒトに害を為す作用を示す腸内細菌も存在する。手術等で免疫力が大きく低下したと
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きに感染症を引き起こす日和見菌に限ら

ず、ヒト体内で長年にわたって毒性物質

を排出し、ヒトに各種疾病を引き起こす

細菌も存在する。こちらもその全貌は未

だ不明な点が多いが、これまでに、いわゆ

る悪玉菌と呼ばれる腸内細菌が産生・排

出する毒性物質として、大腸ガンとの関

連が明らかとなっている 3-メチルインド

ール（スカトール）等が昔から知られてい

る（表 4.2.1.2-1）。 

これらの細菌の毒性物質の産生・排出

を抑制することができれば、関連する各

種疾病の新たな予防・治療法となりうる。

さらに、従来悪玉菌と呼ばれていた菌には、外部から侵入してきた病原細菌を攻撃するという重

要な役割があることも明らかになりつつあり、これら腸内細菌の有用な活動だけを享受すること

が可能となる。 

 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の体系的知見） 

マウス 5匹ずつを高脂肪食摂取群と普通食摂取群分け、さらに 1％ヤーコン水摂取群と 1％デキ

ストリン水摂取群に分類し、13週目までの体重変化を測定した結果、高脂肪食摂取マウスにおい

て、ヤーコンによる顕著な体重増加抑制効果を確認した（図 4.2.1.2-7）。 

高脂肪食で飼育されたマウスにヤーコンエキス含有水を摂取させたところ肝臓の脂肪滴の増加

の抑制が認められ、イヌリン含有食品の肝臓脂肪減少効果を確認した（図 4.2.1.2-8）         

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

【フローラ改善サプリ】 
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・「機能性表示食品」認定については、生産工場の問題などがあり時間がかかっているが、製品と

しての効果は十分に確認できてきているため、引き続き挑戦していく。 

・最終段階としてヒトを対象とした臨床試験は必須であり、小規模の場合は大阪大学の研究倫理

審査を経て進めていくが、大規模な場合は協力企業の探索や外注なども検討し進めていく。 

【便臭、便成分センサデバイス】 

・各トイレメーカーとも、規制対応・コスト増大等の観点から医療機器の開発には消極的である

ため、まずは健康増進を目的とした、医療機器の対象とはならない形での連携・開発を進める。 

・最終段階としてヒトを対象とした臨床試験は必須であり、小規模の場合は大阪大学の研究倫理

審査を経て進めていくが、大規模な場合は協力企業の探索や外注なども検討し進めていく。 

 

④ マーケティング・試験的な取組の状況 

・糞便成分解析と新規測定手法の開発 

これまでに着目されていない、細菌培養液から発生する臭気の利用に向け、揮発性成分収集法

を新たに開発した。その結果、細菌が排出する揮発性成分の分析によって、細菌の遺伝的性質を

識別できることが明らかとなった（図 4.2.1.2-9）。今後、特定の成分（インドール）だけでなく、

健康に関する各種重要成分の分析が可能かどうか検証していく。 
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4.2.2 研究開発テーマ２：脳機能のメカニズム解明および人間状態との関連性解明 

 

4.2.2.1 ②-a ：脳機能イメージング技術の開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 田口隆久、情報通信研究機構・脳情報通信融合研究セ

ンター、副研究センター長 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 脳情報通信融合研究センター 

大阪大学産業科学研究所 

パナソニック株式会社（H25-R2） 

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所（H29-R3） 

株式会社ＪＳＯＬ（H29-R1） 

NPO法人 Evidence創出者倶楽部（H26-H27） 

株式会社ブレイン・シェア（H26-H27） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

一人一人が自ら活き活きとした生活を切り拓く「セルフエンパワーメント社会」の実現に向け

て、その人が持つ潜在能力を遺憾なく発揮することができるようにする必要がある。目指すべき

姿として以下のゴールを設定した。すなわち、無意識も含む人間の潜在能力を生かして高い人間

のパフォーマンスを実現できる社会、様々な社会的ストレスの中においても人間のパフォーマン

スを発揮できる社会、自らの心の状態を制御し高いパフォーマンスを発揮できる社会の実現とい

う三つの課題である。 

第一の社会を実現するためには、日常生活空間の中で脳活動を計測し、脳の状態を把握しつつ、

その情報を人間にフィードバックすることで高いパフォーマンスを達成するというアプローチが

考えられる。その方針に基づき脳機能計測技術をサーベイすると、脳波計測を用いて、ニューロ

フィードバックを結び付けた応用技術を開発することでそのような社会を実現できる可能性が見

えてきた。さらに具体的検討を進め、脳波のニューロフィードバックを用いて英語などの外国語

のリスニングを向上させ、母語にない音の聞き分け能力を身に着けるという潜在能力の発揮させ

るための技術開発に取り組んだ。 

第二の社会を実現するためには、ストレスの脳内表現を解明し、その定量的評価技術を確立す

ることにより、ストレス低減技術の開発つながる可能性が示唆された。我々のグループでは、平

等や格差に関する脳情報解析に取り組んでいたため、ここでの成果を基盤として、ストレスに関

する脳機能解明について、偏桃体を中心とした部位の解析に取り組み、そのエビデンスに基づく、

ストレス低減やパフォーマンス向上技術の開発に取り組んだ。 

第三の社会を実現するためには、第二の成果も参考にしつつ、より簡便に心の状態を検知でき

る技術を開発することにより、心身状態計測とそれに基づく人間の活性化技術開発が実現できる

可能性が示唆された。具体的には、心拍ゆらぎに着目し、簡便なストレス計測評価技術の開発に

取り組み、また、ここで得られた成果を瞑想評価技術に結び付け、こころの平安（マインドフル

ネス）による人間のパフォーマンス向上技術として実用化する開発に取り組んだ。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

 第一の社会の実現のためには、ニューロフィードバックトレーニングによる英単語識別能力の

向上に関するエビデンスを固めつつ、既存の外国語学習カリキュラムの一部として導入し、市場

に展開する。既存の英語学習においては、リスニングの評価やスピーキングの評価などを人や AI

を利用して行うことができている。しかし、音素レベルでのリスニング能力を強化するというこ

とはどの学習サービスでもできていない。音素レベルの聞き取りができるようになることで、リ

スニング能力の向上とともに、自分が話している音も知覚できるようになることから、スピーキ

ング能力の向上も期待できる。それゆえ、既存の英語学習サービスに本研究で開発しているニュ



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 46 

ーロフィードバックトレーニングを加えることで付加価値を向上させることができる。現在、事

業化に向けて、Brain Tech を行うベンチャー企業が興味を示しており、この事業化に向けた研究

開発を行うための予算を獲得するために JST A-step に応募している状態である。5年程度で事業

化のためのトライアル期間を終え、6年後以降は、年間売上 100億円程度(ライセンス契約で一人

あたりの利用料 4万円程度（脳波計等のハードウェアの利用料金も含む）で年間 25万人程度の利

用)を目指す。 

 本課題に関しては、COIプロジェクトの 6年目には、社会実装を担当する企業を確定し、具体的

サービスの検討に取り組んできた。この技術開発は、社会的にも注目を集め、NHKでの報道などで

何度も取り上げられた。当該企業における事業見直しにより計画の遂行が困難になった点は残念

であったが、新たな社会実装を目指す会社が出てきたことから今後の社会実装が期待される。 

 第二の社会の実現のためには、しっかりとした脳科学的研究基盤を確立することが、その後の

応用開発のためにも重要である。脳の中の古い部位である偏桃体が人間の平等や格差意識に敏感

に反応する発見をもとに、人間の主観的うつ傾向の評価に、fMRIで計測した偏桃体の活動パター

ン解析が使えることを発見した。この発見は、NatureHumanBehavior に掲載され、多くの研究者

の注目を集めた。この解析を用いて、従来の問診結果と相関するうつ傾向評価を fMRI 計測から推

定することができるようになり、うつ傾向の早期発見にもつながる成果である。しかしながら、

個人の評価につながる計測であるため、この技術の精度を各段に高めるためには、大規模な被験

者実験を実施する必要があるが、COI プロジェクトの中では取り組むことができなかった。今後

は、この評価技術を確立するため、被験者実験に協力できる大規模集団（企業等）との連携も視

野に入れて活動してゆくことを想定している。 

 第三の社会の実現に向けた取り組みは、2019 年度に、その技術をパナソニックプロダクト解析

センターに引継ぎ、最近益々注目されている人のセンシングに関する計測・解析業務に用いてい

る。また、2020 年度には、パナソニック CNS 社にストレス種判別アルゴリズムを引継ぎ、CNS 社

で事業化へ向けた検討を行っている。サービスとしては、顔画像を用いた健康管理システムを想

定しており、ノート PC に開発したアプリをインストールすることで、日常業務時のストレス等心

身状態の計測を行う。本人への見える化により健康管理、管理者への見える化で業務マネジメン

ト最適化等に活用するサービスを想定している。事業主体はパナソニック、売り上げ規模は国内

30 億円（2023年）を想定している。 

 瞑想に関しては、ホテル等に瞑想ルームを設置し、瞑想状態に入りやすい環境（照明、音響等）

を制御した空間を提供する。その中で、本テーマで開発した瞑想スコア化アルゴリズムを実装し、

瞑想体験のフィードバックを提供する。また、瞑想体験アプリを通じたサービスの提供も検討し

ている。事業主体はパナソニック。売り上げ規模は、瞑想空間とアプリを合わせて 30億円（2025

年）を想定している。 

 このように、第三の社会の実現は、企業の協力を得て、社会実装へ着実に前進している。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

・第一の社会の実現に向けた取り組みにおいては、事業化を行うベンチャー企業とともに事業化

計画を策定し、事業化するための資金の調達を行う。また、事業化を行うためのエビデンスを強

化するために、論文の投稿を行う。 

・第二の社会の実現に向けた取り組みにおいては、脳科学的検討をきちんと取りまとめて論文化

作業を行う。 

・第三の社会の実現に向けた取り組みは、参画企業の方針変更もあり、2020年度で終了した。 

ストレス計測技術に関しては、アルゴリズムを開発し、事業部門へ引継ぐことを目標として取り

組んできた。2019年度にパナソニックプロダクト解析センターへ引継ぎ、また、2020 年度にパナ

ソニック CNS社へ引継ぎが完了している。 

バイオフィードバックに関しては、顔画像を用いたバイオフィードバックシステムを開発し、シ

ステムの有効性を示すエビデンスをつくり、システムと合わせて事業部門へ引き継ぐことを目標

として取り組んできた、2020 年度に、がん患者を被験者として、顔画像を用いたバイオフィード

バックシステムの有効性を示すエビデンスを取得（論文発表）して、パナソニック CNS 社へ引継
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いでいる。 

瞑想に関しては、瞑想スコア化アルゴリズムを開発し、瞑想ルームへの実装をすることを目標と

して取り組んできた。2020年度に瞑想スコア化アルゴリズムを（MU）ROOMに実装し、2020 年 3月

からアンテルーム京都で瞑想体験宿泊が開始し、目標を達成している。 

 

（4）主な成果と達成状況 

 第一の社会の実現に向けた取り組みに関する成果は以下の通りである。 

 ニューロフィードバックトレーニングにより、英単語の聞き分け能力が向上するか否かについ

て、研究を行った。通常の学校教育における英語学習をした程度の日本人を被験者にして、「right」

と「light」の聞き分け能力がニューロフィードバックトレーニングにより向上することを示した。

具体的には、right, right, right, light, right, right, light, right…というように、right

の中にたまに lightが出現する音列を聞いた場合、たとえ聞き手がこれらの音をすべて「ライト」

と同一の音と認識していても、脳波ではたまに出現する light の音に対して right とは異なる脳

波パターンであるミスマッチ陰性電位が観測されることが知られている。つまり、意識レベルで

音の違いがわからない日本人であっても脳は無意識的に音の違いに反応しているといえる。この

ミスマッチ陰性電位は、音の違いがわかるようになればなるほど大きくなるということが知られ

ている。この特性を応用して、このミスマッチ陰性電位を大きくするようなニューロフィードバ

ックトレーニングを一日、約 1 時間、これを 5 日間実施することで、right と light を聞き分け

る能力が向上することを明らかにした（認知テスト(聞いた音が right か light かを答える)で正

答率が約 60%から約 90%に向上）。本研究成果は PLOS ONE 誌に掲載された(Chang et al., PLOS 

ONE(2017))。 

続いて、事業化をすすめるためのエビデンスの強化として right-light 以外の単語の学習時で

も効果があることを実証(read-lead, red-led を利用してニューロフィードバックトレーニング

を行った場合でも効果がある)しつつ、短時間でも学習効果があることを実証（これまでは一単語

あたりのべ約 5 時間の訓練であったが、一単語あたりのべ約 1 時間でも効果がある）した。さら

に、学習効果の長期的な影響について調べるために、実験参加者の二か月後の聞き分け能力を調

べたところ、学習効果が継続されていることが分かった。本研究成果により、同時に複数の単語

の学習を、より短時間に行うことが可能であり、さらに、その効果は少なくとも二か月間は保持

されるということが示された。本研究成果も PLOS ONE 誌に掲載された(Chang et al., PLOS 

ONE(2021))。 

一般的に「right」と「light」の違いのような音の違いを学習するためには、音を聞いて回答

した結果に Yes/Noの Behavioralなフィードバックが与えられるというトレーニング(Behavioral

トレーニング)が行われる。このようなトレーニングでは、時間がかかることが知られており、ト

レーニングの量にもよるが、過去の知見では 3～4 週間のトレーニングを通して平均正答率が 16

ポイント程度上昇したという例がある。これまでは、ニューロフィードバックトレーニングと対

比してベンチマーク的に扱ってきたが、この Behavioralトレーニングはニューロフィードバック

トレーニングと組み合わせて行うことが可能である。つまり、これまでのニューロフィードバッ

クトレーニングの研究では、ニューロフィードバックトレーニングにより、聞き分け能力が上が

ったことを示すために、ニューロフィードバックトレーニングの後に、「right」や「light」を聞

いてどちらの音だと認識したかを回答してもらうテストを行っているが、この回答が正解か不正

解かについては、被験者にフィードバックをしていない。このフィードバックをした場合は、

Behavioralトレーニングをしたことと同等となる。そこで、ニューロフィードバックトレーニン

グのみとニューロフィードバックトレーニングと共に Behavioral トレーニングをした場合で学

習効果に影響があるかを調べたところ、ニューロフィードバックトレーニングと共に Behavioral

トレーニングをした場合のほうが、学習効果が大きいことが明らかになった。つまり、ニューロ

フィードバックトレーニングと Behavioralトレーニングは相反するものではなく、同時に行うこ

とで相乗効果が表れるということが分かった。また、本研究において、ニューロフィードバック

トレーニングにゲーミフィケーションを導入した。これまでのニューロフィードバックトレーニ

ングでは、ミスマッチ陰性電位の大きさを緑の丸の大きさで表示し、ミスマッチ陰性電位が大き
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いときは緑の丸を大きく、ミスマッチ陰性電位が小さいときは緑の丸を小さく表示して被験者に

フィードバックしていた。例えば、ゴミ箱にごみを入れるゲームで、十分に大きいミスマッチ陰

性電位を出すことができた場合に、ごみがゴミ箱に入るゲームなど、三種類のゲームを構築し、

被験者が楽しんでニューロフィードバックトレーニングを実施できるようにした。本研究成果に

関しては、Plos One誌に論文を投稿中である。このゲーミフィケーションのブラッシュアップも

行っており、ミスマッチ陰性電位が大きくなると車のスピードが上がるといったレーシングゲー

ムの開発にも成功した。 

また、事業化を行うベンチャー企業との連携を進め，JSTの A-STEP に応募するなど、今年度中

に資金調達の完了を目指している。 

第二の社会の実現に向けた取り組みの成果は以下のとおりである。 

ストレスと精神疾患の関連を支える脳内基盤 ― 扁桃体海馬の重要性 

精神的なストレスが様々な精神疾患の引き金となる事は広く知られており、ストレスの感受性

には大きな個人差があることも知られている。また、経済的不公平の拡大が、うつ病と関連する

事も沢山のコホート研究の結果から示唆されている。しかし、この個人差の大きい経済的不平等

ストレスとうつ病の関連性の根底にある神経メカニズムについては、ほとんど知られていなかっ

た。我々は、経済的不公平ストレスとうつ病傾向、およびその変化の関係を調べる為、経済ゲー

ム(ultimatum game)中の自己報酬と他者報酬の不公平感によって誘発される脳活動のパターンと、

個人のうつ傾向の関係を調べ、脳活動パターンから個人のうつ傾向を予測することを試みた（図

4.2.2.1-1(a)）。その結果、経済的不平等ストレスの感度が個人の性格特性によって異なること(同

図(b))、さらに経済的不平等ストレスによって誘発される扁桃体と海馬の機能的磁気共鳴画像

(fMRI)の活動パターンから、参加者の現在および将来（1年後に測定）の抑うつ指数を予測できる

ことを示した(同図(c))。このような予測は、参加者の行動や社会経済的地位の測定値では不可能

であったことから、特に扁桃体と海馬が経済的不平等ストレス応答の強さからうつ傾向を予測す

る効果の個人差に重要な役割を果たしていることを示唆している。さらに、個人の性格特性によ

り、経済的不平等ストレス感度が異なるが故に、提示する不平等の条件によって予測ができなく

なる個人がいる事を確かめた(同図(d))。 

これらの結果から、経済的不公平ストレスに対する感受性が、人間の気分状態、精神疾患への

移行に決定的な影響を与える可能性が示唆された。また、扁桃体-海馬が重要な機能を担う領域で

ある事も強く示している。（Nature Human Behavior 誌 の article として成果を発表、2017年） 
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全脳を対象としたストレス反応の解明に向けて 

扁桃体、海馬の経済的ストレス応答パターンがうつ傾向を予測し得る事は示されたが、実際に

は脳は全体として機能しているはずである。単領域の活動パターンではなく領域間の活動の関係

の時系列変化に注目し、以下の 3つの解析を行なった。 

① 経済的不平等分配提示中の脳内ネットワークの個人差 

全脳のネットワークに経済的ストレスに対する反応の個人差が表れるかどうかを検討する為、

経済的不平等条件を含む分配の志向を問うゲーム中における、各試行の領域間の活動相関の時系

列を用いて脳の状態を教師なし分類した。脳領域を 280 に分割し、それら全脳部位間の相関パタ

ーンを得るため、領域内の全ボクセルから抽出した時系列信号を 特異値分解を用いて次元圧縮し、

領域 1つの 時系列データにする。さらに主成分分析を用いて次元削減した後、試行ごとに分割す

る。試行ごとに分割したデータについて全成分間の相関を求め、これを個人の各試行の領域間相

関（スナップショット）とする（図 4.2.2.1-2(a)）。課題中の個人ごとの異なる条件の試行のス

ナップショットをクラスタリングし、幾つの状態に分かれるか検討した。クラスタリングには教

師なしクラスタリング、k-means 法を用いた。個人の性格特性（向社会的・個人主義的）によっ

て、経済的不平等の程度の異なる試行間での脳状態の分類のされ方が大きく異なり、個人主義的

な人では不平等提案によってあまり脳状態が変わらないのに対し、向社会的な人では、提案され

る不平等の程度によって状態が変化する傾向にあった。これらの事から、経済的不平等ストレス

に対する脳内の変化にも個人差が反映される事がわかった。 

② 全脳の活動相関変遷を用いたストレスレベル予測―扁桃体-背側前帯状皮質間の相関変遷が

重要― 

個人のストレス状態を反映する脳の状態を探るため、経済的不平等条件を含む分配思考を問う

ゲーム中における、領域間の活動の相関を用いて主観的なストレス状態の予測を試みた。図

4.2.2.1-2(a)に示した、各単試行内の領域間の相関変化、スナップショットを用い、ストレス傾

向の尺度を予測したところ、扁桃体と背側前帯状皮質間の相関の変遷が、ストレス尺度を予測し

得る可能性が示された。これらの結果から、扁桃体を含むネットワークのストレス反応性が個人

のストレス状態を反映している事が示唆された（図 4.2.2.1-2(b)）。 

③ 不平等ストレスの大きさの差を指標に被験者を分類―うつ病症状細分化 

課題中、試行間の経済的不平等の大きさの差と、脳の反応の大きさの差が相関する可能性のも

と、表現類似性分析を用いた解析 RSA-GLM (Representational Similarity Analysis -General 

linear model)を適用し、経済的不平等ストレスへの反応性で被験者を分類する事を試みた（図

4.2.2.1-2(c)）。 

得られた不平等ストレスの差に対する全脳の各ボクセルの重み(β)を用いて 被験者のクラス

タリングを行ったところ（クラスタリングには教師なしクラスタリング、k-means 法を用いた）、

うつ傾向の高いグループが２つ見つかり、一方は、うつ傾向の中でも特に「活力低下、疲れ」の

スコアが高いグループ、もう一方は「被罰感」のスコアが高いグループであった。経済的不平等

に応答する脳領域を調べたところ、扁桃体が有意に応答している事がわかり、さらに被罰感のス
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コアが、その扁桃体活動と相関する事が分かった（図 4.2.2.1-2(d)）。 

これらの事から、全脳の経済的不平等ストレスに対する反応性からうつ病の高いグループを見つ

けられる可能性があること、また扁桃体のストレス応答が被罰感とリンクする可能性があること

が示された。 

超高磁場(7T)fMRIを用いた詳細な神経基盤解明への挑戦 

超高磁場 fMRIでは、その磁場の強さ故、時間、空間分解能の高いデータが取得できる。我々は、

超高磁場 fMRIの特性を生かし、さらに詳細な脳内の神経基盤の解明に向けて以下を試みた。 

① VASO法による深層・浅層別の活動取得 

超高磁場 fMRIの高空間分解能（0.82 mm）データを用い、皮質を深層と浅層に分けて解析する

事を目指した。将来的には扁桃体を含む皮質下領域にも適応したいが、皮質下領域は撮像が難し

く S/N 比も良くない為、方法論の確立の為にまず皮質領域を対象とした検討を行なった。通常の 

BOLD 信号とは異なり、血流の影響を理論上無視出来る VASO信号を取得する手法を用いた。文字

と写真の一致・不一致課題（図 4.2.2.1-3(a)）を用い、イベント起因性の背側前帯状皮質活動お

よび背外側前頭前皮質活動を取得することに成功した。これら皮質の層間（浅層と深層の間）に

おいて、イベント起因性の活動の差を検出できる可能性を示した(図 4.2.2.1-3(b))。 

② ハイパーアライメントによる共通反応同定 

超高磁場 fMRIによって得られた高時間(1s)分解能データを用いて、個人間に共通する刺激応答

特性を抽出する事を試みた。扁桃体は形態的にも個人差が大きく構造的に個人間でアラインする

のは難しい。さらに、扁桃体は提示された刺激に次第に慣れて活動が減弱する事が知られており、

実験の志向回数を一定以上増やす事も困難である。そこでハイパーアライメントという個人間機

能アライメント法を用いて、複数の個人から得られたデータを共通空間に投射して顔表情課題中

の表情をデコードする手法を用いた（図 4.2.2.1-3(c)）。顔の提示をオンセットとし、扁桃体、

STS、Fusiform、島皮質、前頭白質の各領域について、オンセットから 1〜８秒目の共通空間内に

おける活動の大きさをそれぞれ用い、顔表情のデコーディングをおこなった（図 4.2.2.1-3(d)）。

左右扁桃体と、右の STS（顔表情の判別に右が特に寄与するとされている）において刺激定時後 2

秒後、で判別精度が高くなることがわかり、判別に寄与するボクセルの平均波形を確認したとこ

ろ、オンセット２で明らかな信号の減少が見られることが分かった。初期の信号減少は神経の活

動を反映しているとされており、高分解能のデータにハイパーアライメントを組み合わせる事で、
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BOLD信号の初期反応（減少）にこれまで考えられていたよりも多くの、かつ BOLD の生のピーク以

上の情報が含まれている可能性を示唆する事が出来た。（投稿中） 

 第三の社会の実現に向けた取り組みの成果は以下の通りである。 

ストレス計測アルゴリズム 

心拍を中心とした簡易計測によるストレス計測アルゴリズム開発に関しては、複数種類のタス

クを用いた被験者実験を行い、ストレス種判別アルゴリズムを開発した。用いるパラメータの種

類によって異なるが、心拍数、心拍ゆらぎだけでも 75%程度の確率で生理反応からタスクの種類を

予測することが可能である（図 4.2.2.1-4）。本アルゴリズムに関しては特許出願を完了している。 

また、社会実装するためには顔画像を用いた非接触の心拍計測が有効と考え、顔画像を用いた

ストレス種判別実験を実施。これまでの心電等の計測に加えて、顔の動画を撮影し、顔画像を用

いた心拍解析を行い、胸に電極を貼って心電を測定した場合と同様のストレス種判別が可能であ

ることを実証した（図 4.2.2.1-5）。 
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 顔画像を用いたストレスセンシングを社会実装へ展開する基本的な確認が完了したため、パナ

ソニック社員を被験者として、実際の業務時の測定を通じた実証実験を実施した。図 4.2.2.1-6

のように、デスクワーク時に用いているノートパソコンに搭載されているカメラを用いて顔画像

を撮影し、顔画像を解析することでリアルタイムに心拍を計測することができる。集中、緊張、

に関する心理アンケートの結果と顔画像によって計測した心拍とを比較することで、開発したア

ルゴリズムに対応した生理と心理の相関が得られた。また、ブラウザを用いた表示アプリを開発

した。図 4.2.2.1-7は、実証実験データを用いた表示例である。 

顔画像を用いた心拍ゆらぎバイオフィードバック 

心療内科等で治療に適用されている心拍ゆら

ぎバイオフィードバックを簡便にするため、顔画

像を用いた心拍ゆらぎバイオフィードバックシ

ステムを開発した（図 4.2.2.1-8）。 

本システムによって、現在病院で行われている

バイオフィードバックが在宅で可能となった。現

在は、患者が病院に行って、胸に心電用の電極を

貼って行っているが、患者に移動の負担がかかる

のと、女性の場合電極を貼ることに抵抗がある人

もあった。非接触計測技術を用いることで、それらの課題を解決することができる。図 4.2.2.1-

8 の中央付近にある呼吸ペーサーのオレンジ色の●が左から右へ移動する。への字の山を登ると

きに吸って、下るときに吐く、そのように患者に呼吸をしてもらう。呼吸の周期は、患者ごとに

カスタイマイズされており、患者の心拍ゆらぎが最も大きくなるように設定されている。このシ



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 53 

ステムの有効性を確認するために関西医大と連携して、がん患者を被験者とした在宅バイオフィ

ードバックを行った。結果を図 4.2.2.1-9 に示す。在宅でのバイオフィードバックによって、睡

眠改善と心拍揺らぎ増大の効果を実証できた。   

さらに、これらの取組みをパナソニックの瞑想関連ビジネスへ展開する試みを開始している。

瞑想熟練者を被験者とした瞑想実験、瞑想初心者を被験者とした環境制御の効果を調べる瞑想実

験を実施、瞑想時の環境制御の有無による生理、心理に対する影響を明らかにした。また、初心

者を被験者とした場合の、瞑想スコア化アルゴリズムの開発も行った。瞑想体験システムのプロ

ト（図 4.2.2.1-10）を開発するとともにホテルに瞑想ルームを設置、一般の方に瞑想ルームで宿

泊体験をしてもらい、ウェアラブルデバイスを用いて瞑想状態を調べる計画である。宿泊者の反

応をみて瞑想ルームのビジネス展開を判断する。 

（5）今後の課題と対応方 

第一の社会の実現に関しては、事業化に向け、コンシューマ向けの脳波計の作りこみやこの脳

波計でのニューロフィードバック効果の実証実験などを行う必要があり、このためには資金調達

が課題である。JST などの公的資金とともにベンチャーキャピタルなどからの資金調達も目指し

ており、多方面に調達をかけることで可能性を上げるということを行う。 

 第二の社会の実現に関しては、評価精度の一層の向上を目指して、大規模な被験者実験を計画

する必要がある。この点に連携して取り組む組織等の検討を行う。 

 第三の社会の実現に関する取り組みは、2020 年度で終了している。この終了時点で、企業によ

る応用展開が可能な段階に達している。ストレス計測アルゴリズムに関しては、パナソニックプ

ロダクト解析センターで引き続き解析業務に活用し、パナソニック CNS 社では、顔画像を用いた

センシングサービスの事業化へ向けて継続検討を行う。瞑想に関しては、2021 年度にパナソニッ

ク内で事業主体を決定し、2022 年度事業化へ向けて継続検討していく。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

第一の社会の実現に関する成果により、グローバル化が加速している現状に置いて、海外との

コミュニケーションを取る上で必要となる外国語の能力を向上させるということが可能となり、

日本の国際的な競争力を向上させることが出来ると考えられる。 
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 第二の社会の実現に関する成果により、脳科学に基づく人間のストレス状態の評価とその軽減

に関する科学的知見を提供することができた。ストレスに関する人間の対処について、新たな視

点を社会に提供することができたと思われる。 

ニューノーマル社会においては、在宅勤務が増加し、オンラインによるコミュニケーションが

重要になってくると考えられる。本課題で開発した顔画像を用いたストレスセンシングシステム

は、遠隔で働く在宅勤務者の心身状態計測が可能であり、管理者が遠隔で健康管理できる。また、

心身状態が悪化した場合は、本テーマで開発した顔画像を用いたバイオフィードバックによって

活性化を行うことで、心身状態の改善につなげることができる。オンラインのコミュニケーショ

ンに関しては、オンライン会議やオンラインのカウンセリング等、オンラインのコミュニケーシ

ョン技術が重要になるが、顔画像を用いた心身状態のセンシング技術は、オンラインで用いるカ

メラを用いてセンシングすることが可能であり、オンラインコミュニケーションと非常に相性が

良い技術である。心身状態が分かることでコミュニケーションが円滑になり、また、お互いの心

身状態がわかることで、人と人との相互作用を見える化できる。ニューノーマル時代になること

で、これまでの社会では難しかったコミュニケーションの進化を実現できる可能性がある。 

 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

意識レベルで違いを認識できなくなった音の違い（日本人の「Right」と「Light」の違い）を、

脳波のニューロフィードバックトレーニングを行うことで、認識させることができるようになる

ことを世界で初めて明らかにした(Chang et al., Plos One(2017))。これは、人間の潜在能力を

ニューロフィードバックにより発揮させることができるようになるということを示した成果であ

り、ニューロフィードバックによる潜在能力の向上という新たな技術体系の構築に大きく寄与し

ているといえる。 

偏桃体の活動を、機械学習を使って詳細に解析することにより、偏桃体の fMRI 活動パターンか

ら、人間の主観的うつ傾向を評価することを示した点は、まったく新しい知見を学界に提供した

ものとして高く評価されている。 

 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

人を被験者とした実験をするためには生体倫理審査やパーソナルデータの適切な管理が必用であ

るが、所属機関に設置された所定の委員会の審査を受け、承認を得た上で実験を実施した。本課

題で開発した、顔画像を用いたバイオフィードバックシステムに関しては、パナソニック CNS 社

でサービス化を検討する中で、薬機法に関する取扱いに関して継続議論を進める。 
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4.2.2.2 ②-b ：Gene Matched Network によるコミュニティのモデル化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 八木 健、大阪大学大学院生命機能研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院生命機能研究科、 

株式会社日立製作所 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要） 

脳とヒト集団には多くの類似点（ネットワーク構造、情報伝達、意思など）がある。その類似

点に着目することで、ニューロンネットワーク構造をモデル化した Gene Matched Networkを、教

育現場におけるヒト集団のコミュニケーションネットワーク分析に応用し、教育現場及びスポー

ツ現場を活性化させる研究開発を行う（図 4.1.3-1参照）。 

（拠点ビジョンとの関係） 

教育現場における、教員技量向上、いじめ対策、アクティブラーニング活性化、発達障害児支

援など社会課題を解決することで、教育現場のヒト集団を活性化させ、子供及び指導者の潜在能

力を引き出す。 

スポーツ現場におけるパフォーマンス評価、ジュニア育成、怪我故障予防、コンディション管

理などの社会課題を解決することで、スポーツ現場のヒト集団を活性化させ、子供及び指導者の

潜在能力を引き出す。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

ニューロンネットワーク構造をモデル化した Gene Matched Networkを、教育現場におけるヒト

集団のコミュニケーションネットワーク分析に応用し、（株）日立製作所の Lumada ソリューショ

ンとして実装し、2024 年度までに年間 3 億円以上の売り上げを目指す。教育、スポーツ、医療、

脳科学へのソリューションの適用を検討しているが、人が関わる分野であれば適用可能であるた

め、今後適用範囲を更に広げていく（図 4.1.3-4参照）。 

集団が持つ社会課題に応じて、「何を集団内のコミュニケーションと定義するか」、「どのように

コミュニケーションデータを取得すればいいか」、「コミュニケーションデータに対しどのような

分析を行えばいいか」、「どのような分析結果をフィードバックすればいいか」、「どのようなシス

テムを構築すればいいか」などをデザインし課題解決を行う“集団分析ソリューション”を立ち

上げる。特に、集団コミュニケーションの分析手法については、COIにおける研究で汎用的な手法

を開発することが出来たため、それらは Lumadaソリューションコアに登録済み。 

既存のコミュニケーション分析ソリューションは、会話内容や加速度センサの分析だけにとど

まっている。ただし、本研究の成果によるソリューションは、Gene Matched Networkの考え方を

応用したクリークに着目したコミュニケーションネットワークの構造分析に特長があり、ネット

ワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも適用可能である。実際、「体の動き＝体部位

の集団」と見なすことで、人の動作分析にも有効であることを確認している。 

更に、集団コミュニケーションを有線コミュニケーション（対面、会話、ボールパスなど）だ

けでなく、無線コミュニケーション（体動の同期性）にも着目し、この 2 種類のコミュニケーシ

ョンを分析する手法を実装していることが特徴である。特に、無線コミュニケーションの分析は、

今後様々な分野で重要になると考えられる。 

特に、授業カンファレンスシステムに関しては、学校内外の研修, 教育委員会が主催する研修,

民間教育研究団体による研修，大学での教員養成科目での学生指導などで、年間を通して活用す

る。本テーマでの授業カンファレンスシステムの特徴的は、通常の授業研究・授業分析では明ら

かとならなかった教師の指導方法や児童生徒の学習状況について、脳機能や身体振動といった生

理指標や心理指標を用いてデータを可視化する点にある。授業から収集される各種データが可視

化されることにより、これまで経験的知識として継承されてきた教師の授業技術が、科学的・学
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術的に検証することが可能となり、具体的な授業改善方法の検討が可能になる。また、可視化デ

ータそのものが授業改善の効果検証の指標となることで、授業改善の取組の成果を評価すること

が可能であり、その有効性が示されて来ている。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

1. Gene Matched Networkの基盤となる Pcdh 遺伝子欠損マウスを用いた神経活動解析を明らか

にする。 

2. 4 量体 Gene Matched Network モデルを用いた神経活動のシミュレーションの確立（図

4.2.2.2-1）。 

3. 日立製作所の Lumada ソリューションの“集団分析ソリューション”として 2021 年度末まで

に社会実装する。提供するサービスは以下の通り。現時点では教育とスポーツに限定してい

るが、医療や人間工学など適用領域を広げ、2024年度までに年間 3億円の売り上げを目指す。 

a）計測対象に応じて、コミュニケーションを定義 

b）計測対象に応じたセンサなど計測機器を選択 

c）複数数センサや画像などを連携させたシステムをデザインし、ニーズに応じて最適化 

d）コミュニケーションネットワークの分析に GMNモデルを適用。 

特に、授業カンファレンスシステムの終了時の達成目標は、構築した授業カンファレン

スシステムの教育現場および教員養成での積極的な活用と効果の検証となる。本テーマで実

現した授業カンファレンスシステムについては、すでに年間を通して北海道教育委員会の事

業として実施されており、これまで参加した小学校・中学校の教員および教育委員会などの

行政関係者は 1,000 を超える。また、北海道教育大学では教員養成課程における授業科目の

一つとして、学生による模擬授業における授業検討会の一部として位置付け、教員養成段階

での授業力向上に活用されている。毎年、数十名の学生を対象として授業カンファレンスシ

ステムを活用した教員養成プログラムが実施されている。 

（4）主な成果と達成状況 

脳とヒト集団には多くの類似点（ネットワーク構造、情報伝達、意思など）がある。その類似

点に着目することで、ニューロンネットワーク構造をモデル化した Gene Matched Network（GMN）

モデルを確立し（Kitsukawa & Yagi 2015）、この GMNモデルを教育現場におけるヒト集団のコミ

ュニケーションネットワーク分析に応用し、教育現場及びスポーツ現場を活性化させる研究開発

を行って来た。また、４量体 GMN モデルを構築することにより、結合性がスケールフリー性を持

つこと、神経活動において継続的な活動が現れることを明らかにすることができた。脳における

神経細胞の結合分布はスケールフィリー性を示すこと、継続的な神経細胞の活動がワーキングメ

モリ基盤にあることが報告されており、４量体 GMN モデルは今後の“集団分析ソリューション”
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開発や脳研究への適用において興味深いものとなっている。 

また、これまでの GMN によるヒト集団のコミュニケーションネットワーク分析により、教育現

場での社会課題解決の成果として、1）単元全体を通した一連の授業についての調査・分析をもと

にしたオンラインでの授業カンファレンスを実現し、単元の授業実施期間中に参加者による具体

的なアイデアを交流することで即時的な授業改善に結びつけることができた。2）可視化データを

共有することでカンファレンスにおける協議の視点が焦点化され、授業改善に必要なディスカッ

ションに集中することができた。3）オンライン上での授業カンファレンスのシステムを構築する

ことで、現職小中学校教諭、大学教員、大学院生、企業といった様々な職種・立場からの参加が

あり、授業改善への多様な視点からのディスカッションが実現できた。4）オンライン授業カンフ

ァレンスは同時双方向での実施ではなく、データの共有と掲示板でのディスカッションを中心に

進めることで、参加者が時間にとらわれずにディスカッションに加わることが可能であり、結果

として多くの参加者による協議が行われた。5）新型コロナウイルス感染拡大の防止という観点か

ら対面・集合した状態での授業見学および協議の実施が難しい現状において、移動の必要がなく

対面しない状態での授業カンファレンスの実現が可能となった。 

また、本研究の成果によるソリューションは、2019 年度から日立製作所の中期計画に計上され

予算化されており、Lumadaソリューショ化を推進中である。特に、無線コミュニケーション分析

ライブラリと“集団の意識”算出ライブラリは、Lumadaソリューションコアへの登録を完了して

いる。また、“集団の意識”という集団の創発活動をマクロに可視化できる指標の特許化を 2021年

度中に行う。 

特に、Gene Matched Networkの考え方を応用したクリークに着目したコミュニケーションネッ

トワークの構造分析に特長があり、ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも

適用可能である（表 4.1.3-1参照）。更に、有線コミュニケーションだけでなく、無線コミュニケ

ーションも含めた 2種類のコミュニケーションを分析する手法を実装している。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

脳における神経活動を GMN モデルにより明らかにする技術の開発により、ヒト脳活動を捉える新

たな GMNモデルに拡張することが課題である。これについては、ヒト脳における神経活動を fMRI

により解析したデータを利用することにより確立してゆく方針である。 

また、日立製作所の Lumadaソリューションの“集団分析ソリューション”について、授業カン

ファレンスシステムでは一定の成果が得られたと考えられる。今後の課題としては、これまで得

られた成果や知見を広げていくことが必要となる。そのため全国の教育現場・大学・教育委員会

と連携した事業の実施が考えられる。さらに、未だデータ取得や基礎的な研究が十分ではない“い

じめ対策”と“発達障害児支援”については、データ取得が難しいテーマであるため、これらの

社会課題については継続して研究を行う必要がある。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

日立製作所の Lumadaソリューションの“集団分析ソリューション”における授業カンファレン

スシステムの構築と活用によって、現在、最も有効な場所は「学校教育」であると考えられる。

これまで、経験知によって継承されてきた面が多くある教員の授業力を科学的・学術的に分析・

検証することで、具体的な授業改善の方策が明らかとなる。学校教員の授業力が短期的・飛躍的

に改善すると想定でき、その結果として我が国の将来を支える子どもたちの学習の質が大きく向

上する。また、これにより GMNモデルを用いた日立製作所の Lumadaソリューションの“集団分析

ソリューション”の活用の幅が広がり、教育だけではない社会における多種多様なコミュニケー

ションネットワークへの応用が可能となる。これによりコミュニケーションを客観的に捉え科学

的に分析し応用する新たな集団分析ソリューションが確立でき、持久可能な社会システム構築に

大きく貢献できると考えている。 
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4.2.3 研究開発テーマ３：簡便で定量的な検出技術を用いたデバイス  

 

4.2.3.1 ③-a：ストレスマーカ検出デバイスの開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 谷口正輝、大阪大学産業科学研究所、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学産業科学研究所 

大阪大学大学院医学系研究科、 

クオンタムバイオシステムズ株式会社（H25-H28） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

 安く、早く、簡単なストレスの定量評価に

より、ストレス状態の早期発見と悪化防止を

行い、心身共に健康な長寿社会を実現する。

具体的には、世界のインフラとなったスマー

トフォンに接続可能なストレス診断デバイ

スを用いて、涙中のストレスマーカであるヘ

ルペスウイルスの短時間計測を行い、得られ

る計測データを AI で学習することで、スト

レス状態の定量評価を行う。ストレス計測、

脳計測、および臨床所見を統合学習すること

で、ストレスと脳の相関を明らかにし、心身

共に健康な状態を科学データに基づきデジ

タル診断する（図 4.2.3.1-1）。 

   

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

 現在、ストレス計測を行う計測装置が市販されているが、ストレスの定量法が確立されておら

ず、主に問診票によるストレス診断が行われている。平成 27年 1月から労働者のメンタルヘルス

不調を未然に防ぐため、ストレスチェック制度が施行されており、安く、早く、簡単で、定量的

なストレス診断法の開発が望まれている。また、新型コロナウイルスによる生活活動の制限が、

さらなるストレス状態を生み出しており、家庭で手軽にできるストレス検査法の開発が望まれて

いる。標準的なストレス診断法の原理・技術が開発されていないため、ストレス検査市場は 2020

年で約 69億円と頭打ち状態である。 

 表 4.2.3.1-1 は、現在、市販されている主なストレス検査法である。検出方法は、生理信号と

ストレスマーカの２つに大別され、計測原理が大きく異なる。計測時間は 90秒以下であり、価格

は 3 万円～130 万円と幅広い。現在の

ナノポアを用いた検査装置は理化学

機器であるため高コストであるが、計

測装置の集積回路化により、劇的な低

コスト化が可能である。さらに、集積

回路化により、ナノポアデバイスと計

測装置を 1チップ化することが可能と

なるため、更なる低コスト化と高い利

便性が得られる期待される。 

 本研究開発では、涙中のストレスマ

ーカであるヘルペスウイルスを AI ナ

ノポアで計測し、得られるヘルペスウ

イルス量と問診票によるストレス診
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断との相関を調べてきた。涙中に存在するウイルスは、ストレスマーカとなる単純ヘルペスウイ

ルス(HSV-1)だけでなく、眼科において疾患原因となるサイトメガロウイルス(CMV)などの多種の

ヘルペスウイルスが存在する可能性がある。このため、主な４種のヘルペスウイルスの計測・学

習を行い、ヘルペスウイルスの識別を行ってきた。ストレス検査市場はブル―・オーシャンであ

るが、標準的なストレス検査装置がないため、新規計測器によるストレス診断の事業化には時間

がかかると考えられ、事業化候補企業と議論の結果、眼科におけるヘルペスウイルス診断法の実

用化後に、ストレス検査装置の実用化を行うこととした。 

 本研究開発では、ヘルペスウイルス検査法を、ナノポアデバイスと AI が融合した AI ナノポア

プラットフォームを用いて開発してきた。AIナノポアプラットフォームは、ImPACTプログラムに

おいて基盤技術を開発し、ImPACT発ベンチャー企業・アイポア株式会社を創業後、AMED事業によ

り、理化学機器として上市した。AIナノポアプラットフォームは、ナノポア直径を計測対象に最

適化し、計測対象の計測データを学習することで、ウイルスのみならず、細菌やエクソソームの

検査装置を開発することができる検査法開発プラットフォームである。ヘルペスウイルス検査法

の実用化を行う企業は、アイポア株式会社が提供する AIプラットフォームを用いて、検査対象と

なるヘルペスウイルスの計測データ取得、データに基づく AIモデルの構築、および検査プロトコ

ルの開発により、迅速に検査法を実用化可能である。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

 本研究開発後、速やかに研究成果を社会実装するため、ヘルペスウイルス検査法を終了時の目

標に設定した。AIナノポアを用いて、ストレスマーカである単純ヘルペスウイルス(HSV-1)、ヒト

ヘルペスウイルス７(HHV-7)、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)、およびサイトメガロウイルス(CNV)

の培養ウイルスを、１個のウイルスで、F値 0.6以上の精度(４つのウイルスは、F値が 0.25 より

大きい時に識別可能)で識別する。F 値 0.6 以上のとき、100 個以上のウイルス計測で 90%以上の

精度を得ることが出来る。さらに、眼科における緊急性の高い CMVの診断法を開発するため、CMV

の PCR 陽性・陰性の涙を計測し、学習することで、1 個のウイルスで F 値 0.7 以上の精度(F 値が

0.5 より大きい時に識別可能)で識別する。また、1 検体の陽性・陰性判定を 90%以上の精度で行

う。なお、F値は、再現率と適合率の調和平均である。 

 本 COI プログラムには、当初、DNA と RNA の化学修飾をストレスマーカとした研究開発を企業

と協働で行なってきた。DNA と RNA の化学修飾は疾病マーカとして知られており、診断には極め

て重要なマーカになるが、現在の DNA シークエンサーは、これらの化学修飾を直接解読すること

が出来ない。本研究開発では、１分子の電気伝導度の違いにより 1 分子を識別する 1 分子量子シ

ークエンサーを用いて、化学修飾塩基分子の直接解読に成功した。細胞あるいはエクソソームか

ら DNA・RNA を抽出するためのフィルタとしてナノポアを組み込んだデバイスを開発していたが、

ナノポアで計測可能なストレスマーカとして、ヘルペスウイルスが存在することを本 COI 会議の

中で知ることとなった。大阪大学大学院医学系研究科の西田教授と橋田講師との議論の結果、涙

中のヘルペスウイルスをストレスマーカとするナノポアを用いたストレス検査法の開発に移行し

た。 

まず、フィージビリティスタディとして、直径 300nm のナノポアを流れるイオン電流変化によ

り、ヘルペスウイルスを検出する計測システムを開発した。ヘルペスウイルスに感染していない

目から採取した涙を計測したところ、イオン電流変化は得られず、ヘルペスウイルスは検出され

なかった。ヘルペスウイルスに感染した目から採取した涙を計測したところ、イオン電流変化が

観察され、ヘルペスウイルスの存在が示唆された。さらに、夜勤看護師は、日勤看護師よりスト

レスが大きいと仮定して、ストレスと涙中のヘルペスウイルスの相関に関するフィージビリティ

スタディを行った。日勤・夜勤の健常な看護師から採取した涙を計測したところ、夜勤の看護師

から採取した涙において、高確率でヘルペスウイルスの存在が示唆されるイオン電流変化が観察

（4）主な成果と達成状況 
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され、ストレス問診との正の相関が示唆された（図 4.2.3.1-2）。 

年間の阪大病院眼科外来における CMV感染者数は約 20人であり、また、新型コロナウイルスに

よる外来患者数の激減により、現在までに、十分な臨床検体数の収集に至っていない。今後、CMV

等の眼科における受託検査、あるいは医療機器メーカーとの協業により、臨床検体数を増加させ、

AI の汎化性能を獲得し、CMV 検査装置の早期開発を行なう。現在の CMV の検査法には、PCR 検査

が用いられており、検査結果まで 3日以上を要するため、診察室での診断ができない状況にあり、

患者は薬が処方されないまま次の診察を待つことになる。患者の負担軽減には、CMVの迅速検査法

の開発が必要と認識されているが、これまで新たな検査法が無かった。今後、企業との協働によ

り、CMV 検査法の開発を行なっていく。 

4種の培養ヘルペスウイルスの識別精度は目標に達成し、臨床検体の陽性・陰性判定の識別精度

も目標に達成してはいるものの、臨床検体数が少ないため、実用化を判断するには十分な検体数

ではない。今後は、CMV の受託検査会社、あるいは検査装置を作る医療機器メーカーとの協業によ

り、臨床検体の計測データの収集を行い、AIの汎化性の獲得とともに、臨床検査のプロトコルの

最適化を行い、臨床検体において 90%以上の感度・特異度を達成する。 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

最初に実用化予定の CMV 検査装置は、診察室での診断と薬の選択が可能となり、患者の負担が大

きく低減される。一方、CMV 検査装置は、AIを用いた AIナノポアプラットフォームにより開発さ

れるため、ヒトの役に立つ AIを実感する重要なマイルストーンになると考えている。現在、AMED

事業の延長上で、AIナノポアを用いた新型コロナウイルス検査法を開発し、医療機器申請に向け

てデータ収集や文章作成の準備を行っているが、AIに対する安全性・信頼性は十分ではなく、具

体的な成功例が必要と感じている。CMV検査装置は、診察室で直ぐに AIを体験できるため、検査

装置に続く、ストレス検査法の開発への重要なステップである。 

 スマートフォンに接続でき、いつでも、どこでも、1滴の涙で、安く、早く、簡単にストレス診

断できるデバイスは、インフラデバイスになると期待される。AIナノポアは、ヘルペスウイルス

だけでなく、他のウイルスや細菌の診断法にもなるため、ストレス検査と同時に、多項目の感染

症検査が可能となる。さらに、疾病マーカとなるエクソソームによる疾病診断も可能となり、ス

トレス、感染症、および疾病の総合検査を１つのチップで実施可能となる。このデバイスの応用

領域は、ヒトのストレス、感染症、および疾病に限定されず、家畜とペットのストレス、感染症、

および疾病、食物の感染症、空気検査、水質検査、土壌検査等、と幅広い。事実、当初予想してい

なかった家畜の感染症検査や空気検査へのフィージビリティスタディを開始している企業があり、

今後、益々、応用分野は増加すると期待される。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

（6）その他の特記事項   
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➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

 本 COI プログラムでは、医学系研究科の研究者と本格的な研究を実施することができ、それま

でハードルの高かった臨床検体を用いた研究開発が可能となった。理工系では細胞やウイルスを

研究対象としても、培養細胞や培養ウイルスを用いる研究開発で止まってしまうことが多い。こ

こには、培養検体と臨床検体は同じであり、培養検体で得られた結果は、そのまま臨床検体に適

用できるという仮定がある。本 COI プログラムで、培養ヘルペスウイルスと臨床検体ウイルスの

AIナノポアによる計測を行うと、同じウイルス型であるにも関わらず、極性の異なる電荷を持つ

ことが示唆された。物質科学の観点からは、極性の異なる物質は異なる物質であり、この発見は

大きな驚きであった。医科学研究でも、培養検体と臨床検体には違いがあるという認識はあるも

のの、何が異なるかに関する知見はなく、ゲノム解析に基盤を置く医科学研究では、構成タンパ

ク質の結晶構造以外ではウイルスの性状は研究対象になっていない。この知見は、AMED で進めて

いた新型コロナウイルス検査法の開発で、直ぐに役立った。SARS-CoV、MERS-CoV、SARS-CoV-2、

HCoV-229Eの培養ウイルスを AI ナノポアで計測・学習すると、1個のウイルスで F値 0.68で識別

することに成功した。しかし、SARS-CoV-2の臨床検体を計測すると、培養ウイルスとは極性が異

なる電荷を持つことが示唆された(Nat. Commun. 2021)。培養検体と臨床検体には、ウイルスの表

面電荷に違いがあることが分かり、現在、さらにこれらの検体間の差異を明らかにする研究を展

開している。培養ウイルスと臨床ウイルスの性状の違いの解明は、培養ウイルスを基盤に構築さ

れてきたウイルスの体内動態や免疫機構に関して新たな発見を可能にすると期待している。 

 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

 本 COI プログラムで計測した涙と臨床検体とストレスの問診票を用いた研究は、大阪大学の倫

理申請の下、実施された。 

 ヘルペスウイルスをバイオマーカとするストレス診断法の実用化前に、AIナノポアを用いた涙

の計測によるサイトメガロウイルス(CMV)検査法の実用化を行う計画である。AMED 事業で開発し

た新型コロナウイルス検査法は、CMV 検査法と同じナノポアモジュールとナノポア計測装置を用

いる。ナノポアモジュール、ナノポア計測装置、および AIは、既に、理化学機器としてアイポア

株式会社から販売している。このため、CMV検査装置を開発する企業は、現在、新型コロナウイル

ス検査法の基盤となる理化学機器として購入することで、自社で CMV 検査装置を開発できる環境

にある。同じナノポアモジュールとナノポア計測装置を使う CMV 検査法は、医療機器承認申請す

る際に、改良医療機器、あるいは組合せ医療機器として、新型コロナウイルス検査法の医療機器

承認申請より一段ハードルの低い申請となることを想定している。 

 

④ マーケティング・試験的な取組 

 大阪大学の倫理申請の下、CMV検査法の実証実験として、大阪大学附属病院の眼科外来で涙のそ

の場計測を行った。想定する患者は、眼科外来に来る患者であり、検査装置のユーザーは、本 COI

プログラムの共同研究者である眼科医であった。診察室におけるその場計測では、CMVの感度・特

異度の高い精度に加え、ナノポアモジュールの 99%以上の計測成功率と単位時間当たりに得られ

るイオン電流―時間波形数が必要であることが明らかとなった。また、ナノポアモジュールは、

採取した涙を前処理無しで計測できるが、ナノポアモジュールに 25μl の検体を導入する際のピ

ペット操作が必要であることが課題として抽出された。眼科医は、細かな操作に慣れているため

ピペット操作は実用上の大きな課題にはならないものの、ナノポアモジュールの検体入口に検体

を滴下するだけで送液・充填される機能があることが理想的であることが明らかとなった。2021

年度、AMEDで開発した新型コロナウイルス検査法においても同様の課題が抽出されたため、上記

の課題を解決するナノポアモジュールの改良を実施し、全ての課題は解決されている。 
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4.2.3.2 ③-b：ウエアラブルセンサの開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 小倉基次、大阪大学産業科学研究所、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学産業科学研究所 

金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

imec international 

株式会社進鳳堂（R1-R3） 

 

ウエアラブルデバイスの社会実装という観点では、市場ニーズに整合したデバイスのスペック、

完成度の向上、それらデバイスの生産企業先の探索営業活動、システムの社会実装先との連携な

どがあげられる。最終年度で、脳波計(EEG), 心拍計（ECG）, 皮膚抵抗計(GSR)は、全デバイスが

Onyx firmware で統一され、ハードデバイスも社会実装への最終形態となり、システムの社会実

装先も（株）進鳳堂と決定し、残るは現在交渉を続けているデバイスの生産会社の確定である。 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

本テーマは生体信号を検出するデバイスでも特に人体に気軽に装着するウエアラブルデバイス

として、主要な生体信号（脳波、心拍、皮膚抵抗等）をシステムにフィードバックして、拠点の

積極的自立社会創成へ貢献することにある。 

本研究開発テーマは、生体センシングデバイスで世界的に実力のある imecで開発した脳波計

(EEG), 心拍計（ECG）, 皮膚抵抗計(GSR)等を用いて生体信号をシステムにフィードバックす

る。最終年度では開発最終形態の脳波計(EEG) MOOD8は、制御系 ICを１チップ化、信号精度向

上の Onyx firmwareで開発した。 

社会実装先である参画企業の(株)進鳳堂においては、生体信号解析による語学学習の習熟度の

可視化を目指している。2020 年度より、新学習指導要領に基づき小学生への英語教育が実施さ

れている。これはグローバル化の進展の中で、国際的なコミュニケーションの重要性からも必要

とされている。また、これらの重要性、必要性から就学前の幼児に対する語学学習にも注目が集

まっている。 

語学学習において、学習者の習熟度を把握することは、学習者本人にとっても指導を行う教育

者にとっても重要である。TOEIC や英検をはじめ、標準化された試験による習熟度の把握は行わ

れているが、効率的な学習を促すためには受験機会の限られる試験だけではなく、語学学習中に

習熟度を把握し、学習計画を立てることが望ましいと考えられる。これまでにも、語学の習熟度

自体の測定やそのための指標づくりは試みられてきたが、習熟度の可視化やリアルタイムフィー

ドバックの手法は十分な開発がされていない。 

本テーマでは、語学学習中に学習を妨げずデータを取得可能なウエアラブルセンサを用い、語

学学習の習熟度の可視化とリアルタイムフィードバックの開発を行った。本開発成果は、効率的

な語学学習を支える基礎技術として位置づけられ、参画機関とともに社会実装の取り組みが始め

られている。また、将来的には就学前の幼児に対しても開発成果を適用し、幼児の健やかな脳の

育成へと展開する。 

 金沢大においては、加速度計と心電図機能を持ったウエアラブルセンサ ECGの臨床応用を目指

している。1週間の持続的な記録が可能となったこと、さらに心臓の bio impedanceを測定す

ることで、日中の交感神経系の評価を行い、心電図の high frequency 成分の解析より得られ

た、副交感神経系の夜間の回復を合わせて、生体のストレスの程度を長期に評価する試みであ

る。一方加速度計はすでに臨床応用されているが、１つのセンサの中に、加速度計、心電図、心

臓 bio impedance を同時測定することで、より簡便に小児でも負担が少なく長期間装着できる利

点がある。 

 今回は臨床応用として１）若年のネット依存の程度の評価 ２）思春期のうつ状態の早期発見

の可能性について検討した。将来的には健常者の体調管理、疾病予防、生活指導に役立て発症の

予防につなげるほか、現在治療中の患者（うつ病やインターネット依存だけでなく、起立性調節
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障害、躁うつ病など、精神疾患全般に対象を拡大）についても病状の評価や、生活指導に応用し

たい。これまで精神疾患は薬物治療が主体であり、睡眠や食生活、余暇の過ごし方など生活指導

が十分に行われていなかった。こうした偏った医療の在り方を是正し、人本来の回復力を助ける

視点にたつものである。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

具体的な内容と実現時期  

 (株)進鳳堂では、語学学習中にウエアラブルセ

ンサを用い、脳波をはじめとする生体信号を取得

した。取得した生体信号から語学学習の習熟度を

推定し、推定結果の可視化とフィードバックを学

習者に行った。今後は、語学学習者へ習熟度の可

視化とリアルタイムフィードバックを行うこと

で、従来の語学学習では困難であった学習都度の

習熟度を学習者と教育者の双方が把握し、個人に

最適化された語学学習システムを提供する（図

4.2.3.2-1）。2021年度中に、最新のハードウェ

アモデル MOOD８と対応した形での、語学学習シス

テムをアプリケーション（Brain Language：生体

信号解析教育システム：商標登録済）として実装

し、2022年度より社会実装とその中での更なる実

証実験へと展開した。 

 金沢大においては、加速度計と心電図機能の備えたウエアラブルセンサはすでに改良品が作成

され、Bluetoothによる接続の確認が不要になった。有用性はすでにインターネット依存の評価

やうつ状態の評価で行ったので、今後は疾患対象を拡大するほか、健常者への健康チェックの一

環としての応用が期待される。日常生活のストレス、睡眠、活動量など、わかりやすい形でデー

タが得られるため、今後健康産業として多くの需要が期待される。今後 bio impedance の解析が

1－2年以内に可能となれば、従来にない機能を備えたウエアラブルセンサとして、差別化でき

ることになる。 

 ウエアラブルセンサデバイス(EEG, ECG, GSR)については国内の EMS（電子機器製造受託サー

ビス）に imecからライセンス供与し生産・販売開始する。ウエアラブルセンサ(EEG, GSR)を用

いたサービス事業については、①英語学習において生体信号による学習トレーニングを可視化す

ることによる「生体信号解析英語力強化トレーニングサービス」、②英語学習、教育のサービス

及び教材の価値を可視化する「脳科学教育コンサルティングサービス」、③英語学習前後に教育

の効果を最大化させる人間力活性化としての「集中力向上トレーニングサービス」、④量産した

デバイスの販売を含めた、上記のプログラムを含めた「パッケージサービス」、を開始する。ま

た、ウエアラブルセンサ(ECG)により生活（睡眠）習慣をモニタリングし改善プランを提案する

サービスを提供する。 

 

提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体 

 2022 年度からの社会実装では、参画機関である(株)進鳳堂においては、語学学習システムの提

供を開始した。(株)進鳳堂は日本国内で語学学習スクール語学堂を経営しており、この語学学習

スクールにて、シータ波を軸に集中力を可視化することを主として、英会話習熟度の判定を含め

た BtoC のサービス展開を通常の語学サービスに付帯して行なった。その後、教育市場で各企業が

持つ教育商材の価値を可視化する生体信号解析コンサルティングサービスとして、BtoBのサービ

ス展開を進めているところである。 

 金沢大においては、今後は石川県志賀町（金沢大公衆衛生学中村教授）、あるいは青森県弘前

市（弘前大社会医学中路教授）ではすでに数年間続くコホート研究で住民健診を行っており、そ

うした自治体で展開していく計画である。 
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同種あるいは代替となる製品・サービスに対するベンチマーク（特徴・優位性） 

 これまでにも、語学試験を用いず語学の習熟度を測定する方法として、生体信号を用いた語学

の習熟度自体の測定は試みられてきたが、1)センサ装着の拘束による日常場面での実施困難、2)

習熟度解析と可視化のために時間が必要、3)特定の発音、単語、文法に対する習熟度のみを限定

的に測定、といった制限が存在した。本開発成果は、1)ウエアラブルセンサにより語学学習中に

学習を妨げずデータの取得が可能、2)習熟度解析と可視化をリアルタイムにフィードバック可能、

3)語学の特定の要素によらず習熟度を検討可能、といった特徴・優位性を有している。 

 これまでのデバイスでは加速度計あるいは心電図計に特化したもので、同時の計測ができなか

ったのを、１つのウエアラブルセンサで可能になった。また今後心臓 bio impedanceの測定がで

きることで、さらにその有意性を確立できる。オムロン、パナソニック、キッセイコムテックな

ど加速度計はすでにたくさんの企業が参入しており、今回の imecのウエアラブルセンサのよう

に種々の機能を備えるなど独自性を打ち出していかないと優位性維持は難しい。単なる体調のモ

ニターではなくフクダ電子のように医療品としての信頼性を確保することが目標である。 

 

社会的・経済的インパクト 

2021年度時点では日本の語学教育市場は 8000 億円規模であり、本開発成果は、これらの経済

規模にサービスを展開する。さらに、語学学習の習熟度と可視化サービスに加え、測定を行うウ

エアラブルセンサの販売を含めて提供する場合、さらに市場規模は拡大する。2025年の EdTech 

世界市場規模 38兆円超であり、2021年度の社会実証及びビジネスは、語学市場に限定をしてい

るが、EdTech市場として読み取ると非常に大きな可能性を世界教育市場に有している。例え

ば、脳波の測定とそのデータを用いたニューロテックの日本における市場は 7000 億円規模あり

両市場にまたがる本開発成果が持つ経済的インパクトは 1.5億円単位になると見込まれる。 

また、本研究は、新学習指導要領に基づく小学生への英語教育の実施と、グローバル化の進展

の中で、国際的なコミュニケーションの重要性からも社会的インパクトを有している。さらに、

ウィズコロナ・アフターコロナの情勢において、オンライン教育の普及とともに語学学習も遠隔

地での実施が拡大すると想定される。この状況では、各学習者がウエアラブルセンサを使用する

ことで、オンライン上であっても対面時と同様に語学学習の習熟度と可視化が可能となり、社会

的インパクトを有すると考えられる。 

金沢大においては、起立性調整障害のような病態について、診断基準の参考になるデータを提

供することで、将来は診断に必須の検査となるよう、結果を蓄積していく。この他の病態につい

ても診断の補助になる可能性を検討していく。  

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

研究開発期間終了時には、語学学習の習熟度の

可視化とリアルタイムフィードバックを行う

ためのアプリケーションの開発完了と、語学学

習スクール語学堂にて BtoC のサービスの開始

を目標とした（図 4.2.3.2-2）。2021年度時点

で、ウエアラブルセンサでの生体信号記録、分

析による語学学習の習熟度の判別は実施済で

あり、参画機関との共同特許出願済である（特

願 2020-197916）。また、生体信号による習熟

度の分析と可視化プログラムを開発済みであ

る。しかし、習熟度の判別は大阪大学沼尾研究

室の計算機サーバーで解析を行い、既存の学術

研究フォーマットに沿って解析結果の数値出力、可視化を行っている。研究開発期間終了時には、

BtoC及び、BtoBのサービス展開を開始するために、1)オンラインサーバー上へ解析プログラムを

移植、2)習熟度の可視化、リアルタイムフィードバックのために解析結果の表示を含むアプリケ

ーションの実装、3)語学学習スクール語学堂にて BtoC及び、BtoBのサービスの開始を行なった。
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また、3)のサービス開始は社会実証実験としても実施し、1)の解析プログラムの精度向上と 2)の

アプリケーションの改善を行なった。これにより、アプリケーションとこのアプリケーションを

含めた語学学習教育システムの市場導入が可能となった。 

 金沢大においては、現在はまだ解析に関して、MATLABの使用をしており、今後は汎用を目指

して解析ソフトの開発、また以前より使いやすくなったものの、長期間の装着による蒸れやかゆ

みを減らす接着法の開発、またコードの単純化など一般の人に使いやすい工夫が必要である。で

きれば起立性調節障害のような病態については、ウエアラブルセンサの結果が診断基準になりう

るよう、論文などによる業績の積み上げ必要である。 

 

（4）主な成果と達成状況 

➀これまでの進捗 

ウエアラブルセンサでの生体信号記録、分析による語学学習の習熟度の判別を行う実証実験を

実施済である（図 4.2.3.2-3）。この実験では、被験者が英語講師による英会話動画を視聴し、

その間の脳波をウエアラブルセンサにより記録した。記録された脳波を周波数解析により分析

し、英会話動画に対する被験者の集中度を前頭部θパワー値から解析した。その結果、英語初級

者（TOEIC得点：730 点未満）に比べ、英語上級者（TOEIC 得点：730点以上）の被験者では、英

会話動画視聴時の前頭部θパワー値が増加した（図 4.2.3.2-3(a)）。この結果は、英語上級者

は集中して英語学習コンテンツに取り組むことができていたことを意味しており、英語学習コン

テンツに対する集中度を脳波から測定することで語学学習の習熟度が判別可能であることを示し

た。これらの成果は、参画機関との共同特許出願済である（特願 2020-197916）。EEGによる実

証研究のみならず、英語学習時のストレス状態を GSRから測定し英語習熟度を識別することを試

みた。ストレス度を反映する SCL（Skin conductance level）を指標に検討、TOEIC 得点により

習熟度ラベルを付与し、英語動画視聴中の GSRを測定したところ、730点未満の初級者に対し、

730 点以上の上級者では、英語動画視聴中に SCLの値の減少を確認し、英語習熟度の向上によっ

て語学学習時のストレス度が低下することを確認した（図 4.2.3.2-3(b)）。 

生体信号検出用の EEG, GSR, ECG については、昨年度までの自閉症児の睡眠、brAInMelody、

および語学学習データ取得時の知見から、人間工学的改良および機能追加を行った。尚、ECGに

ついては、交感神経制御推定のための ICG測定機能追加およびサンプリング周波数を 64Hz から

256Hzにアップさせた高性能化を図るとともに、バッテリライフも７日間まで向上させた。これ

らを用いて brAInMelody用感情モードデータ収集、及び自閉症児等の生体信号収集、語学学習時

の生体信号収集を継続している。 

今年度は EEG に関しては、COIプロジェクト最終版として、MOOD 8を開発、検証開始した。従

来の課題は、女性、男性で形状が異なる２種類のヘッドセットが必要であり、形状を問わず誰で

も簡単に装着できることが狙いである。また他の imecデバイスと同じアプリ Onyx で動くことが

データ相関性評価でも重要となる。社会実装を想定して設計変更して ADE１チップ化を可能とし

た。上記に関しては、imec側が持つヨーロッパ、アジアの頭部の形状情報だけでなく、 進鳳堂

での実際の生徒に対しても頭部形状情報に関して調査を行い、より日本市場で活用しやすいヘッ

ドセットの検証を行った。 

図 4.2.3.2-4 は、COI プロジェクトにおける imec生体検出デバイス(EEG, GSR, ECG)の開発ロ

ードマップである。今年度は EEG MOOD8を開発した。8チャンネル、symmetric電極配置の基本
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設計は変わらないが、デジタル信号処理回路を各電極傍に配置した active electrode、Onyxを

用いた real-time conditioning 信号処理等による低ノイズ化、従来の FEOL, BEOL2 チップ構成

を 1チップ化することによる社会実装における低コスト化、頭部形状如何に関わらず電極密着整

合性に優れたヘッドバンド構造等新機能を

搭載したバージョンとなった。すでに基本

性能は確認し、サーバーを介しての生体信

号可視化のソフトウエアも開発した。 

金沢大における成果としては下記にまと

める。 

１）若年成人にけるインターネット依存傾

向と心拍変動について 

29人の若年男性(15－30歳)の 1日の

high frequency の変化が衝動性と逆相関を

認めた（図 4.2.3.2-5）。すなわち衝動性

が強いほど、夜間の自律神経の回復が小さ

かった。 

２）中学生における起立試験と心拍変動に

ついて(n=25)   

起立試験における心拍の変化が 24時間

における high frequencyの最大値と相関

を認めた（図 4.2.3.2-6）。すなわち自律

神経の 1日の変化の大きい人は、起立試験

でも心拍数の変化が大きかった。起立試

験を行わなくても、ウエアラブルセンサ

の high frequencyの評価で自律神経の

評価ができることがわかった。 

３）起立性調節障害における心拍変動 

起立性調節障害では 1日に high 

frequency変化が健常者に比べ小さく、

また臥床時間が長く、運動量も少なかっ

た（表 4.2.3.2-1）。寝ていても、自律

神経の十分な回復がなく、効率の悪い睡

眠になっている。      
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② 主な成果の特徴と優位性 

（株）進鳳堂と産研で、これまでに得られた主な成果は、英語学習コンテンツに対する集中度を、

ウエアラブルセンサを用い脳波から測定することで、語学学習の習熟度が判別可能であることを

示した点である。これまでにも、語学試験を用いず語学の習熟度を測定する方法として、生体信

号を用いた語学の習熟度自体の測定は試みられて

きたが、本研究成果では、1)ウエアラブルセンサに

より語学学習中に学習を妨げずデータの取得が可

能、2)語学の特定の要素によらず習熟度を検討可

能、といった既存研究にはない特徴と優位性を有し

ている。 

金沢大における ECG（図 4.2.3.2-7）は、インタ

ーネット依存における衝動性の評価や、起立性調

節障害の病態の評価に有用であることが判明し

た。加速度計の情報と合わせて、生活指導に応用

できる。 

今後の課題 

今後の課題として、1)語学学習習熟度の判別精度の向上と詳細な可視化、2)ウエアラブルデバ

イスの生産体制によるマーケティングの制約があげられる。1)に関して現在はウエアラブル脳波

計で記録される脳波データから前頭部θパワー値を解析し、語学学習へ向けられる集中度から習

熟度を判別している。しかし、この判別方法では学習者がどのような感情状態で語学学習に取り

組んでいるのか（楽しい、わくわくする、つらい）、また語学学習にどの程度ストレスを感じて

いるかは考慮されていない。今後、BtoC、BtoBのサービス展開をする上で、学習者の心身状態を

把握することが必要になると想定される。そのため、現行の判別システムに学習者の心身状態を

加味し、習熟度の判別精度を向上させ、学習者の状態を詳細に可視化する必要がある。2)に関し

て現在は研究上開発されたウエアラブルデバイスを使用しており、量産体制は整っていない。そ

のため、参画企業が運営する語学学習スクールの学生に対する BtoCのサービス展開は可能である

が、今後さらに多くの学生に対しサービスを提供する、また BtoBのサービス展開を行うには、ウ

エアラブルデバイスの必要台数が問題となり、早期に生産委託会社を確定させる必要がある。人

によっては体動や汗により必ずしも心電図がきちんと測定できないことがあるため、接着の問題

がある。接着素材の開発や、電極の改良が必要である。またノイズを除去するフィルタも望まれ

る。 

 

対策・対応方針 

1) 語学学習習熟度の判別精度の向上と詳細な可視化に関しては、参画企業とともに心拍数、

脈波、皮膚電気活動といった自律神経系の活動を指標とし、判別システムをアップデート

する予定である。自律神経系の活動はヒトの感情状態に感度を持つため、これらのデータ

により学習者の心身状態を加味し、習熟度の判別精度の向上と詳細な可視化が可能になる

と期待される。 

2) ウエアラブルデバイスの生産体制によるマーケティングの制約に関しては、まずは、現在

保有するウエアラブルデバイスの台数で展開可能な体験型の BtoC，BtoBサービスから展開

を行う。具体的には、語学学習スクールの学生に対する実施と、セミナー形式での実施か

ら開始する。さらに、これらの活動を通し、想定される使用者の人数が増えた際にはウエ

アラブルデバイスの生産体制を整備し量産を行う。将来的な生産体制と量産に関しては、

参画企業である imec と協議済みである。imec生体信号検出デバイス（EEG, GCR, ECG)の

日本市場での社会実装には、日本市場の需要動向（その要求スペック、市場規模等）を更

に精査していく必要がある。COIプロジェクトの最後の２年間は新型コロナ禍で各企業と

も新規事業投資には極めて消極的で、かつ face to face の開発営業も適わず、市場開拓が

（5）今後の課題と対応方針 
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ほとんど出来なかったが、Wearable EXPO,SEMICON Japan 等からは潜在的ニーズがあるこ

とはわかっており、今後は、進鳳堂とともに、imec-産研、産研-進鳳堂の各共同研究契約

の下で、imecデバイスの市場開拓を継続する。 

●ソフトウエア及びハードウェアの最新モデルの構築（図 4.2.3.2-8） 

・ソフトウエア：語学教育及び教育市場に適した、リアルタイム計測が可能な ONYXソフト

ウエアの開発終了と導入開始 

・ハードウェア：語学教育及び教育市場に適した、頭部の大きさによる測定誤差が生まれな

いフィット感が高いハードウェアの開発（MOOD8）従来の FEOL, BEOL2チップ構成が

180nmプロセスで 1チップ化され、低コスト化の観点で、より社会実装しやすくなった。

頭部への密着性を増すため、通常の標準 5mm長 pin電極に対し 8mm長 pin電極を開発し、

より fitting の選択枝を開発（全デバイスの ROM firmware書き換えとソフトウエアを

Nyx から Onyxへ） 

① 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

本研究テーマの成果が社会実装されることにより、受験機会の限られる試験だけではなく、語学

学習中に習熟度を把握し、学習計画を立てることが可能となる。これにより、語学学習者と教育

者の双方にとって学習方法、教育方法が変化し効率的な語学学習が可能となると想定される。ま

た、ウィズコロナ・アフターコロナの情勢において、オンライン教育の普及とともに語学学習も

遠隔地での実施が拡大すると想定される。この状況では、各学習者がウェアラブルセンサを使用

することで、オンライン上であっても対面時と同様に語学学習の習熟度と可視化が可能となり、

社会的インパクトを有すると考えられる。さらに、新学習指導要領に基づく小学生への英語教育

の実施と、グローバル化の進展の中で、国際的なコミュニケーションの重要性が提言されている。

そのため、今後は小学生、また就学前の幼児に対する語学学習に対しても本研究テーマの成果が

利用可能となり、幼児の健やかな脳の育成への展開が期待される。 
 ウエアラブルセンサ ECGの使用が普及すれば、健康診断のツールとして使われたり、血圧計、

体温計のように体調が悪くなった際に体調を評価するためのツールとして、日常に使用される可

能性がある。また実際の医療場面でもあらかじめ、受診の前に記録しておくことが普通になる可

能性がある。将来的には自宅パソコンで自動解析もされ、受診の必要性や簡単な病態診断もでき

る可能性がある。 

② 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな体系的知見等）  

本研究開発では、英語学習コンテンツに対する集中度を、ウェアラブルセンサを用い脳波から

測定することで、語学学習の習熟度を判別可能とした。これは、1)語学学習を妨げずに習熟度解

析が可能、2)習熟度解析と可視化結果を学習者へフィードバックし、習熟度の即時的、経時的変

化を検討可能、3)語学の特定の要素によらず習熟度を検討可能という特徴を有しており、従来の

（6）その他の特記事項   
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実験室実験とは異なる、日常生活の中での語学学習習熟度を検討する新たな研究体系を確立し

た。そのため、本研究開発成果は、1)学習者の年齢や国籍を問わない横断的な語学習熟度の検

討、2)経時的に習熟度の変化を検討可能な縦断的な語学習熟度の検討、3)文法、発音、意味理

解、さらには様々な言語の語学学習への適用といった広範的な語学習熟度の検討という語学学習

における新たな研究体系の基礎的な知見となると考えられる。 

 精神疾患だけでなく他の身体疾患の評価、あるいは健常者の健康度の評価など、将来的には応

用範囲の拡大が期待できる。また起立性調節障害などのように、自律神経系の関与が強い疾患に

ついては、診断基準の一つとして採用される可能性がある。 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

本研究課題で開発、使用されたウェアラブルデバイスは国際規格基準、規制対応がされてお

り、今後のビジネス展開を国内外で行う準備が整えられている。また、語学学習の習熟度の改正

期では、生体信号を含む個人情報を使用するが、現在これらのデータは大阪大学産業科学研究所

沼尾研究室の計算機サーバで保管、解析されており、許可されたユーザのみアクセス可能となっ

ている。また、アクセスの際にはログを記録するなど個人情報の扱いに留意している。今後のビ

ジネス展開でもこれらの社会規範、倫理を遵守する。 

 ECG に関しては、現在様々な機種による様々な解析が論文誌上発表されており、たとえばサン

プリング数、解析法、あるいは内服中の人の薬による修飾など、比較検討するための基準つくり

は必須である。いまのところ論文での推奨に留まっており、今後学会レベルでの統一が望ましい。 

④ マーケティング・試験的な取組の状況（必要に応じて記載） 

 本研究開発の実証実験は、参画機関が運営する語学学習スクールの生徒を含め実施した。その

ため、BtoC でのサービス展開時に想定する顧客・ユーザの評価を取得しながら開発が行われた。

また、ウェアラブルエキスポをはじめ、各種展示会で本研究開発のアピールが続けられており、

今後 BtoBのサービス展開時に想定するユーザーニーズ、要求も確認が行われている。 
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4.2.3.3 ③-c：ウエアラブルセンサ形成技術の開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 関谷毅、大阪大学産業科学研究所、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 植村隆史、大阪大学産業科学研究所、特任准教授 

荒木徹平、大阪大学産業科学研究所、助教 

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学産業科学研究所 

日本メクトロン株式会社（H27-R3） 

パナソニック株式会社（H25-R2） 

昭和電工株式会社（H25-H30） 

セメダイン株式会社（H25-H30） 

株式会社カネカ（H26-H30） 

コニカミノルタ株式会社（H26-H28） 

パイクリスタル株式会社（H27-H28） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要） 

乳幼児から健やかな脳育成・脳マネジメント手法を創出し、社会に提供するには、状態検知手

段として微小な生体電位を測定する事は極めて重要な課題である。また、誰でも、どのような

状態でも精度の高い生体信号計測を行う必要があるため、装着者（特に乳幼児）に負担の少な

いウエアラブルセンサ形成技術の開発を行う（図 4.2.3.3-1）。 

（拠点ビジョンとの関係） 

拠点内で提供可能なシート型デバイスの研究開発を行っている。シート型デバイスは、フレキ

シブル生体センサシート（柔軟電極シートや薄膜有機トランジスタ・回路など）やそれに接続

するシート型計測モジュールからなり、医学連携に利用している。一方で、企業連携によりシ

ート型デバイスの量産プロセスを構築し、医学連携を加速させている。得られるビックデータ

は、アルゴリズム解析により生体信号の意味づけ作業に用いている。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

 今回、脳波計測機としてシート型デバイス「パッチ式脳波計」の開発を行うことで、脳疾患の

早期発見や脳活動の理解を“装着感・違和感なく簡便に”行える手段を創出し、さらに、乳幼児

から健やかな脳育成・脳マネージメント手段として利用なウエアラブルセンサ形成技術の創出を

目指す。本テーマでは、脳育成・脳マネージメントにむけてシート型デバイスとして、脳波計だ

けでなく、心電計・筋電計、母子ヘルスケアセンサも実現する。 

パッチ式脳波計は、ゴムのように伸縮可能な柔軟電極シートおよび、世界最高レベルの計測精
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度（0.1μV）のシート型計測モジュールを備えている。小型で薄膜なシート型デバイスのため、0

歳児から利用可能な脳波計測器となる。大阪大学が主体となり、材料・プロセス・回路・情報処

理技術を融合することで、パッチ式脳波計の開発を進めて、ベンチャー設立による社会実装（市

場展開）体制を構築する。特に、肌と接触する柔軟電極シートは、使い捨て構造を想定している

ため量産が必要となる。その量産技術を構築するため、日本メクトロンが中心となって、印刷プ

ロセスにより、柔軟電極シートの高コスト効率化や品質保持に関わる研究開発を進める。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

装着感・違和感なく簡便に利用できるウエアラブルセンサの社会実装にむけて、シート型デバイ

スの研究開発を行う。そのために必要な開発項目を以下に 3つ挙げ、それらの達成目標を示す。 

Ⅰ. 乳幼児にむけたフレキシブル生体センサシートの開発 

脳波計、心電計・筋電計、胎児心電などのシート型デバイスや、それらを実現する材

料・プロセスに関する学術論文 10～20報程度（最終フェーズ） 

Ⅱ. 柔軟電極シートの量産化プロセスの構築と企業への技術移転（ライセンス） 

材料およびプロセスの特許出願 10件、特許登録 5件、実施契約 2件 

Ⅲ. 生体センサ×信号可視化アルゴリズムの社会展開 

検証拠点は 50～100機関程度、乳幼児にむけた取組みを 10～20拠点程度へ拡大 

 

（4）主な成果と達成状況 

⑴研究開発計画内容 

Ⅰ. 乳幼児にむけたフレキシブル生体センサシートの開発 

世界に先駆けて、世界最薄・最軽量のフレキシブル有機センサ（世界的な欧文学術論文誌

Nature Electronics（IF:33.7）、Advanced Materials（IF：30.8）等）を開発し、さらにセン

サ用計測器として世界最高解像度のシート型計測モジュールを開発することで、0.1μVの微

弱な電位変化の無線計測に成功した。この技術により、パッチ式脳波計（Advanced Materials 

2019）、自己発電・蓄電機能付きシート型脈波センサ（Nature Communications 2021）、ノイズ

低減機能付きシート型心電センサ（Nature Electronics 2019）などを実現してきた。パッチ

式脳波計に関しては、社会実装を実現している（2016 年：PGV株式会社創業・2020 年：医療

機器認証取得）。 

これらフレキシブル生体センサシートにまつわる成果は、最終フェーズにおいて学術論文 22

報（全フェーズ計 52 報）に至り、目標達成した。これらは、装着者（乳幼児から）に負担の少な

いウエアラブルセンサ形成技術となり、その期待として以下の多くの報道（代表例）に至った。 

No. 年月日 掲載情報・関連論文情報 

１ 
2021 年 4 月 26 日 

Med IT Tech（web） 

 “柔軟で極薄、発電可能な生体センサで脈波計測に成功”  

関連報道：計 104 件, Nature Communications（IF: 14.9）の成果 

２ 
2020 年 12 月 22 日 

OPTRONICS (web) 

 “阪大，高透明度・高導電性の透明電極を開発” 

関連報道：計 25 件, Advanced Intelligent Systems（IF: 未）の成果 

３ 
2020 年 2 月 2 日 

日本経済新聞（14 面） 

 “感度 10 倍の磁気センサ、阪大など開発 医療機器に応用も” 

関連報道：計 7 件, Science Advances（IF: 14.1）の成果 

４ 
2019 年 8 月 23 日 

朝日新聞デジタル（web） 

 “薄くて軽く低ノイズ、心電計測センサを大阪大など開発 

関連報道：計 37 件, Nature Electronics（IF: 33.7）の成果 

５ 
2016 年 8 月 8 日 

日本経済新聞（14 面） 

 “体の曲げ伸ばし検知、阪大、透明センサ開発” 

関連報道：計 3 件, Nano Research（IF: 8.9）の成果 

Ⅱ. 柔軟電極シートの量産化プロセスの構築と企業への技術移転（ライセンス） 

シート型デバイス「パッチ式脳波計」については大阪大学より PGV社へライセンスされ、社

会実装の基盤が整った（図 4.2.3.3-1）。その後、シート型デバイスの社会実装における最大

のキー技術である「柔軟電極シート」および「生体導電粘着剤」に関して、大阪大学と日本メ

クトロンは量産化にむけて連携している（詳細後述）。いずれも量産体制の構築と品質検討を
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行っており、柔軟電極シートにおいては正規量産に至った。 

パッチ式脳波計を中心とするシート型デバイスの市場展開（社会実装）を材料・プロセス技

術から支える取り組みを行ってきた。実際に、特許出願 10件以上（COI執行分 8件）、特許登

録 5件（COI執行分 2件）、実施契約 2件の成果を得て、目標達成した。 

Ⅲ. 生体センサ×信号可視化アルゴリズムの社会展開 

 医療機関/アカデミア、企業との共同研究を実施しており、検証拠点は 40機関（乳幼児 10拠点）

を超えて目標達成した。特に、大阪大学発ベンチャーPGVを中心として、脳波に関するアルゴリズ

ム構築に向けた取組みを行った。例えば、健常者とアルツハイマー型認知症の分類、睡眠ステー

ジ AI 分類など、ノイズと信号を分離して対象事象を判別可能なアルゴリズム構築に至っている。

睡眠ステージ AI 分類に関しては、大阪大学と日本メクトロンが共同で開発した新素材である生体

導電粘着剤を用いても成功しており、今後の量産標準化に期待がかかる。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

1. パッチ式脳波計 

大阪大学からのライセンスにより社会実装を進める PGV 社では、多くの人工知能研究者

が雇用され、脳波を意味づけする「Brain AI」の研究開発が進んでいる。COI終了後も、

日本メクトロンや PGV と連携しながら、社会実装に向けた取組みを進めていく。 

2. パッチ式心電計・筋電計、母子ヘルスケア 

これまで胎児心電計測、筋電・心電計測、低ノイズな有機トランジスタ回路技術の構築

などを行った。COI 終了後においても、引き続き研究開発を進め、必要に応じてタイアッ

プ企業の拡大を検討する。日本メクトロンや PGVとも可能な限りの連携を検討する。 

１と２のいずれにおいても、JST、AMED、NEDO、科研費など研究開発費の獲得も検討していく。 

 

(6)その他の特記事項 

① 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

本テーマで開発するフレキシブル生体センサシートおよびそのシステムは、乳幼児から信号計

測を行う際に、リアルタイムに脳疾患診断や脳状態のフィードバックを行える。すなわち、サイ

バー空間とフィジカル空間を円滑に接続することで、遠隔医療や医師なしでの簡易予測を推進で

きる。After/With コロナ時代において、人と人が直接近づかない状況を実現でき、画期的なユー

ザービリティやサービスがもたらされると期待される。 

 

② 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

＜実施機関・企業の各々の開発テーマ・成果概要＞ 

③-c-⑴ 菅沼研（～H30年度）：銀ナノワイヤの形態制御と導電配線 

③-c-⑵ コニカミノルタ（～H28 年度）：ナノインク用インクジェット技術とヘッド技術の基本設計 

③-c-⑶ カネカ（～H30年度）：ガスバリア膜・ウエアラブルデバイス用粘着基材の開発 

③-c-⑷ セメダイン（～H30年度）：金属粒子分散接合材料の開発と特性確認 

③-c-⑸ 昭和電工（～H30 年度）：銀ナノワイヤ量産・信頼性技術と塗布フィルム開発 

③-c-⑹ 日本メクトロン：ディスポーザブル伸縮電極シートの開発 

③-c-⑺ パナソニック（～H30年度）：デバイス試作に向けた機能・信頼性条件明確化 

③-c-⑻ 関谷研：パッチ式ウエアラブルセンサの高精度化 

近年のエレクトロニクスの発展に伴い、ウエアラブルセンサが医療、ヘルスケア、介護などで

展開されつつある。なかでも、伸縮性と透明性を有する電極・配線材料は、計測プローブの存在

感を消し去って、ストレスフリーな生体信号計測を実現可能にする。特に、金属ナノワイヤをエ

ラストマー基材上に形成した場合、金属ナノワイヤが構成するメッシュ状ネットワークの隙間か

ら光透過を許容するため高い透明性が得られる。さらに、金属的性質およびメッシュ構造から、

高導電性を有する伸縮透明配線が実現した。配線の微細化技術も同時に構築し、有機半導体を実

装することで世界一透明な柔軟回路・センサが構築でき、論文発表済みである。これらは、8つの

連携機関と共に、金属ナノワイヤの化学的設計、金属ナノメッシュ構造の制御、柔軟配線・回路
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の実装技術を構築した成果となる。 

 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

フレキシブル生体センサシートの動作確認や臨床試用に際しては大阪大学医学部および大阪大学

産業科学研究所の倫理委員会の承認を得た後（承認番号 31-2 および R02-1）、対象患者から書面

でインフォームド・コンセントを得て試用に望んだ。 

 

④ マーケティング・試験的な取組の状況 

「柔軟電極シート」および「生体導電粘着剤」に関して、大阪大学と日本メクトロンは量産化に

むけて連携していた。その際、脳波、心電、筋電、筋刺激等のデバイスメーカーへの試作品提供

を行いながら、想定顧客からのニーズを抽出していた。並行して、テストマーケティングとして、

大阪大学発ベンチャーPGV およびその周辺顧客からの顧客ニーズ・評価計画に応じた開発スケジ

ュールを立案し、品質検討を行いながら着実に開発スケジュールを遂行していた。 

 

④  研究開発成果の多様な展開の状況 

植村隆文特任准教授および荒木徹平助教は、フレキシブル生体センサシートの開発に携わり、

それらの成果をもとに JST・創発的研究に採択された（図 4.2.3.3-2）。JST・創発的研究において、

多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指して、既存の枠組み

にとらわれない自由で挑戦的・融合的な多様な研究を原則 7年間（最大 10年間）に亘り推進する。 
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4.2.4 研究開発テーマ４：限りなく非侵襲的活性化手段 

 

4.2.4.1 ④-a：深睡眠による活性化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 谷池雅子、大阪大学連合小児発達学研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 加藤隆史、大阪大学大学院歯学研究科、教授 

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 

大阪大学大学院歯学研究科 

大阪大学産業科学研究所 

立命館大学 

ダイキン工業株式会社 

株式会社竹中工務店（H30-R3） 

ヤマハ株式会社（H27-H29） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要） 

・ 日本の成人の睡眠時間は世界最短で、20%が不眠症状を持つ。さらに、乳幼児でさえ就寝時刻

は大変遅く睡眠時間も短い。本テーマでは、睡眠習慣の向上と良質な睡眠の誘導によって、

乳幼児、思春期や成人に対し、日常生活で良い睡眠習慣を継続できるよう行動変容を促し、

長期的な睡眠負債軽減を可能とする技術や製品を開発する。本テーマの最大の特色は、睡眠

検査のゴールドスタンダードであるポリソムノグラフィー（PSG）検査の活用と正常睡眠デー

タベースの構築、エビデンスレベルの高い睡眠評価方法をもとにした睡眠評価を実施し、科

学的根拠を担保することである。 

・ 睡眠習慣の向上として、乳幼児向けに、双方向性アプリを用いたオンライン睡眠介入方法の

開発（④-a-⑴）、思春期の過眠症患者に対する医療専門家による睡眠改善介入方法の開発（④

-a-⑵）、成人向けに、次の良質な睡眠の誘導と非接触式技術を用いた睡眠自己管理法の開発

（④-a-⑸）を行う。これらの特徴は、使用者、専門家チーム、高精度の睡眠検知技術の間で

緊密な PMCAサイクルを回し、行動療法に基づいたアプローチにより睡眠習慣を徐々にしかし

確実に変容させ実行性を高める点である。（双方向性アプリを用いたオンライン睡眠介入方法

の開発（④-a-⑴）についての報告は、別途『ユースケース➀：脳の発達に重要な乳幼児期の

睡眠改善～双方向性アプリを用いたオンライン睡眠介入法の開発～』報告書を参照されたい。） 

・ 良質な睡眠の誘導として、睡眠状態を検知し、睡眠の質と量を確保できる睡眠環境を提供す

るウェルネスルーム（仮称）と、その要素技術を開発する。ウェルネスルームの特徴・優位

性は、科学的に精度検証した非接触睡眠検知技術（④-a-⑷、⑸）、本邦唯一の健常睡眠デー

タベース（④-a-⑹）、AIを用いた個人の睡眠評価技術（④-a-⑸）、生体信号を用いた睡眠環

境制御技術（④-a-⑶）を統合して、快眠空間を構築する点であり、画期的な試みである。 

 

（拠点ビジョンとの関係） 

・ 子どもの睡眠習慣が改善されれば、その後の発達の過程が改善される。子どもの睡眠習慣改

善は養育者の育児ストレスの減少にもつながる。また、思春期の過眠症患者の改善は、実行

機能障害の改善にもつながる。また、良質な睡眠の誘導技術を活用した寝室空間を使用する

ことで、睡眠負債軽減効果を高められれば、養育者たる成人の行動にも変容が生じ、家庭で

の睡眠自己管理による睡眠負債軽減の実行性が高まる。したがって、睡眠改善に資する新た

なツールを創出することは、個人単位の幸福のみならず、子どもを含めた家庭から社会全体

に睡眠習慣改善の重要性を広め、働き方改革にも波及すると考えられる。したがって、本研

究開発テーマは、少子高齢化社会において、社会全体の良質な睡眠の獲得によって、パフォ

ーマンスの向上、ストレスの軽減、疾病予防できる社会となり、一人一人が本来持っている

潜在能力を発揮して、自ら課題を克服しながら充実した生活を送る社会につながる。これは、

積極的自立社会の実現を目指す大阪大学 COI拠点の理念に適うものである。 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

非接触式睡眠推定モジュール（特許第 6952299 号） 
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・立命館大学・大阪大学と共同で、画像データから睡眠段階を推定するアルゴリズムを搭載し

たセンサモジュールを開発した。PSG 検査によって一定の推定精度（約 70％）が担保され

（Nochino et al., Biol Eng Letters 2019）、REM睡眠の推定も可能で、従来技術と異なり

正確に睡眠周期を把握できる。モジュールは安価で汎用性があり、睡眠だけでなく介護現場

の見守りなど幅広い分野に応用できる。商品化開発を引き継ぐ企業を立命館大学・COI本部が

選定し契約締結をする予定である。 

 

睡眠評価システム 

・上記非接触式睡眠推定モジュールから得たデータをもとに睡眠を評価する評価システムを開

発した（図 4.2.4.1-1）。ここでは睡眠の質を数値化し、個人の睡眠の個性をラベリングして、

睡眠の特徴を個別に提示できる。睡眠の質の評価の計算式や睡眠状態の視覚化には、本研究

開発課題の本邦初の正常データベースのデータを参照し、自己組織化マップを用いるのが特

徴である。後述のウェルネスルーム（仮称）で利用している。 

 

睡眠中の寝室温度を変化させる調節技術のエアコンへの搭載（ダイキン工業株式会社） 

・フェーズ 1 での PSG 検査を用いた基礎実験を踏まえて、フェーズ 2 では就寝から起床までの

睡眠温度を一定の法則で上下変化させるアルゴリズムを開発した。フェーズ 3 ではアルゴリ

ズムを 2020 年モデルの R/A/DXシリーズのエアコンに搭載し、約 25万台を販売した（2020.9

時点）。従来の固定的な空調制御に対し、睡眠前および睡眠構築による体温変化を考慮した制

御によって、良質な睡眠環境の構築が可能となる。 

 

「ウェルネスルーム（仮称）」（株式会社竹中工務店） 

・良質な睡眠環境の構築を目指し、睡眠状態を検知し、睡眠の質と量を確保できる睡眠環境を

提供する「ウェルネスルーム（仮称）」を竹中工務店の新入社員寮に実装した（図 4.2.4.1-2）。

快適な室内デザインに加えて、特許出願中のベッドキャノピーを装備し、エアコンによる睡

眠環境制御技術、科学的に精度

検証した非接触睡眠検知技術を

組み込んだ睡眠評価システムに

よる個人の睡眠評価を総合的に

組み合わせた健康指向型寝室と

してパッケージ化し、寮に住ま

う新入社員に良質な睡眠環境を

提供する。& Panasonicのような

睡眠空間に関するコンセプト、

搭載された快眠を誘導する商品

企画と比較して、快適な睡眠を

とる住環境として実現した点で

異なる。COI 期間中は、「ウェル

ネスルーム（仮称）」に種々の開

発装置を実装して稼働試験を実

施、COI終了後にエビデンスデー
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タを収集・分析し、一般建物への導入・事業化に向けた検討を行う予定である。最終的に寮・

社宅・ホテル・集合住宅といった就寝を伴う用途において、竹中工務店が設計施工する一部

の建物への導入を想定している。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

▼ 睡眠習慣の向上 

思春期の過眠症患者：医療専門家による睡眠改善介入方法の開発（④-a-⑵） 

・ 妥当性のある子どもの睡眠質問票を開発する。 

・ 過眠症の脳内メカニズムの解明、新たな治療法の応用と効果を検証する。 

 

成人：非接触式睡眠評価法による睡眠自己管理法の開発（④-a-⑸） 

・ 音から簡便に個人の睡眠を測定する技術と、睡眠を AIで評価する技術を開発し、知財化す

る。日常利用環境での睡眠自己管理の実証実験を実施（N=200）し、技術を応用したスマホ

アプリを開発する。 

 

▼ 良質な睡眠の誘導：ウェルネスルーム（仮称）の開発（④-a-⑶、⑷、⑸、⑹） 

・ ウェルネスルーム（仮称）は、健康指向型寝室としてパッケージ化した快眠空間である。快

適な睡眠環境での良質な睡眠獲得と、睡眠習慣や健康状態の評価、の２つのサービスを、生

理学的エビデンスに基づいた検知手段・制御技術を用いて提供する。 

- 科学的に精度検証した非接触睡眠検知技術（④-a-⑷）：非接触式測定デバイスを用いて

睡眠を評価する技術をモジュール化して、制御や評価システムに搭載、稼働させる。 

- 本邦唯一の健常睡眠データベース（④-a-⑹）： PSG検査で測定した日本初の正常者睡眠

データベースを構築する。日本人の正常睡眠を数値化し、構造特性の生理機序について

論文化する（12本国際雑誌）。データを睡眠評価や睡眠制御アルゴリズムに活用する。 

- AI を用いた個人の睡眠評価技術（④-a-⑸）：非接触式睡眠検知技術（④-a-⑷）と正常

睡眠データベース（④-a-⑹）をもとに、睡眠を測定し評価する睡眠評価システムを開発

する。ウェルネスルームに設置し、動作性能を確認する)。 

・ 生体信号を用いた睡眠環境制御技術（④-a-⑶）：従来の固定的な空調制御に対し、睡眠前

および睡眠構築による体温変化を考慮した制御アルゴリズムを開発し、ダイキン工業のル

ームエアコンに搭載する。さらに、製品搭載した空調制御アルゴリズムをベースとして、

ウェルネスルーム用にチューニングした膜内空間専用の空調制御アルゴリズムを新たに

構築し、ウェルネスルームに実装、効果を検証する。 

・ 竹中工務店社員寮に睡眠特化の特別室「ウェルネスルーム（仮称）」を設置し、上記の各要

素技術を実装、試験的に稼働する。竹中工務店の新入社員研修で睡眠教育講座を開催する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

▼ 睡眠習慣の向上 

思春期の過眠症患者：医療専門家による睡眠改善介入方法の開発（④-a-⑵） 

・ 就学前版・小学生版の睡眠質問票の標準化を完了し論文化した（フェーズ 1,2）。中学生版

は標準化が完了した（フェーズ 2）。 

・ 過眠症の神経基盤については、臨床研究の指針の厳格化などで遅延が生じたこと、さらに

マンパワー（専任研究者）や研究経費（謝金など）の欠乏のため中断し、研究リソースをユ

ースケース１に集約することとした。 

 

成人：非接触式睡眠評価法による睡眠自己管理法の開発（④-a-⑸） 

・ フェーズ 2 では、睡眠中の生体音と周囲の環境音から、睡眠パターンをモデル化する人工

知能技術を開発した。PSG検査結果との高い整合性を確認した。論文化（Wu et al., Artif 

Intel Med 2017）、国内特許出願（2016-089830）をおこなった。また、PSG検査における睡

眠中に記録した生体音・環境音の生体信号をもとに、睡眠の質を判別する人工知能技術を

開発し、精度検証した（判別精度 77.5%、達成度 100％）。その結果を論文化（Wu et al., 

Health Inf Sci Sys 2017）にしたほか、その技術の国内特許出願（特願 2017-158957）、PCT

外国出願（PCT/JP2018/029517）をおこなった。これらの技術は、音から睡眠を推定する先
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行技術（睡眠判定装置（特開 2007-289660）、Zhao et al., ICML2017）と異なり、一定の精

度で睡眠ステージを推定し、睡眠個性を可視化・質を推定するため一般向けの日常利用が

可能である(達成度 100％）。 

・ フェーズ 2,3 では、日常利用環境（自宅）での環境音を含めた睡眠データを 300 名以上か

ら収集した（達成度 100%）。集めた日常の睡眠環境音データから睡眠の質推定に関する国

際会議論文（Kalintha et al., Procedia Comput Sci 2020）を発表した。また、音の個人

差・環境差を考慮した推定精度を向上させる AI 技術に関する論文を投稿中である。（達成

度 70%） 

・ スマホアプリ開発は、マンパワー（専任研究者）や予算欠乏により継続を断念し、後述の

「AIを用いた個人の睡眠評価技術（④-a-⑸）」に統合した（達成度 10％）。 

 

▼ 良質な睡眠の誘導：ウェルネスルーム（仮称）の開発 

科学的に精度検証した非接触睡眠検知技術（④-a-⑷） 

・ フェーズ 1 では、高機能ビデオカメラで可能であった技術を、汎用性の高い Web カメラを

用いて体動から睡眠深度を推定する基礎アルゴリズムを作成した。フェーズ 2 では、アル

ゴリズムを改良し、睡眠推定精度は PSG検査と比較して平均 71.4%に向上した。レム睡眠が

同定できるため、従来の簡易的計測装置を上回る精度であった（達成度 100％）。また、特

許出願（特許 6952299；2021/9/30登録）し、論文化した（Nochino et al., Biomed Eng Let, 

2019）達成度 100％）。フェーズ 3 では、安価で多様な製品への組込が可能な睡眠深度推定

モジュール試作機を開発し、空調制御機器との接続やウェルネスルームで使用する睡眠評

価システムへの組み込みを完了した（達成度 100％）。 

 

本邦唯一の健常睡眠データベース（④-a-⑹） 

・ フェーズ 1 で睡眠検査のゴールドスタンダードである PSG 検査を実施できる睡眠検査室を

整備した。以後、フェーズ 3 までの間、延べ健常被験者 251 名、計 592 夜（若年成人 134

名、小児・思春期 59 名、中高年 58 名）の睡眠検査を実施した。フェーズ 2 では、日本初

の正常者睡眠データベースを構築し、各年代の睡眠構築に関する変数の分布範囲の明瞭化

し、フェーズ 3 では、全記録データの脳波、心拍数、筋活動を数値化した（達成度 100％）

（図 4.2.4.1-3）。さらに、この睡眠データベースを、次頁の睡眠評価システムのアルゴリ

ズムに活用した（達成度 95％）。 

・ 睡眠検査室を各要素技術の検証に活用した。フェーズ 1,2では、PSG検査を用いて、異なる

室内環境（音、温度、身体刺激）で睡眠構築や身体生理機能の差異や主観的睡眠評価の影響

などを検証し、環境制御の基礎データを得た。その結果を論文化し投稿中である（達成度

90％）。フェーズ 3ではウェルネスルームのシミュレーションを実施した。 

・ データベース構築の間に、フェーズ 2,3では正常睡眠の特性に関する 10本の原著論文を発

表した（達成度 90％）。例えば、簡易測定器の睡眠記録精度検証(Nonoue et al., Sleep Biol 

Rhythm 2017）、基礎動物実験モデルの妥当性評価の基準として活用（Kato et al., J Sleep 

Res 2018）、睡眠時ブラキシズムの睡眠や自律神経活動・ストレスレベルの検証（Haraki et 

al., J Oral Fac Pain Headache 2019）、若年日本人の不顕性睡眠時無呼吸が欧米より高頻

度であること（Okura et al., J Clin Sleep Med 2020）、睡眠周期の日間変動は自律神経

活動や睡眠構築で異なること（Shirota et al., Front Physiol 2021）などである。特に、
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小児の歯ぎしりが睡眠周期内の脳活動の変動に依存して発生する（Shiraishi et al, Sleep 

2021）という発表は世界初の知見であり、プレスリリースした（JSTNews9月号）。 

・ フェーズ 3 では、データベースの一部を疾患研究の対照群として提供した。提供先は、医

学部付属病院睡眠医療センターの過眠症患者データとの比較研究、連合小児発達学研究科

の発達障害患者の睡眠研究であり、いずれも現在論文執筆中である（達成度 80％）。 

 

AIを用いた個人の睡眠評価技術（④-a-⑸） 

・ 睡眠評価システムの試作機を作成し、プログラムを大阪大学に著作権登録した。このシス

テムでは、④-a-⑷で開発した睡眠深度推定技術モジュールを搭載して睡眠データを取得し、

正常睡眠データベース（④-a-⑹）のデータから算出した評価アルゴリズムを用いて睡眠を

評価する。評価内容やアドバイスの提示に、非接触式睡眠評価法による睡眠自己管理法の

開発（④-a-⑸）のニューラルネットワークの自己組織化マップを活用した。 

・ 睡眠評価システムをウェルネスルームに設置した（達成度 10％）。動作性能確認は、新型コ

ロナウイルス感染拡大のため、実施できず遅延している。 

 

生体信号を用いた睡眠環境制御技術（④-a-⑶） 

・ フェーズ 1,2で 24名を対象に PSG検査を実施し、室温を固定して睡眠構築や主観的温冷感

の睡眠への影響を確認した（論文投稿中）。フェーズ 2,3 にかけて、睡眠実験を実施して、

睡眠周期と深部体温の変化に合わせて設定温度を変える新しい空調制御アルゴリズムを策

定し、フェーズ 3でこれを R/A/DXシリーズのルームエアコン（ダイキン工業）に搭載して

約 25万台を販売した（達成度 100％）。 

・ 製品搭載した空調制御アルゴリズムをベースとして、ウェルネスルーム用に膜内空間専用

の空調制御アルゴリズムを新たに構築、現地での環境測定により効果を検証した。 

・ 竹中工務店新入社員寮に、睡眠特別室「ウェルネスルーム

（仮称）」の実装が完了した（達成度 100％）（図 4.2.4.1-

4）。さらに睡眠に適した気流や温度分布を可能とする天蓋

幕のデザインを決定し、「ベッドキャノピー」として特許

出願した（特願 2020-195555）（達成度 100％）。また社員

寮は集合住宅として国内初の WELL認証を取得した。（WELL

認証：空間を「人間の健康」の視点で評価・認証する制度）

（達成度 100％） 

・ 冷房期のウェルネスルーム試験運用に際し、開発メンバー

試泊によるウェルネスルームの動作検証にて 2020 年度に

確認した。その後の試験運用を 2021 年 7 月～9 月で予定

していたが、新型コロナウイルス感染症の第 5波の影響により、中断した。 

・ 暖房期にポータブル加湿器を追加設置、加湿機能を強化し（2021 年 11 月完了）、ウェルネ

スルームの試験運用を 2021年 12月より開始（目標 10 名の試用に対し、2021 年 12月末時

点で実施 8名）。今後、収集データの分析とともに、2022 年 2月まで運用を継続予定として

いるが、新型コロナウイルス感染症の第 6 波の影響により、現在はウェルネスルームの試

用を停止し、様子を見ている状況である。 

・ 新人社員に対し、自己の働き方や健康管理における睡眠（休息）の重要性を教育する社員研

修の一環として、睡眠教育講座を開催した（達成度 100％）。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

▼ 睡眠習慣の向上 

思春期の過眠症患者：医療専門家による睡眠改善介入方法の開発（④-a-⑵） 

・ より多くの症例データ収集が必要だが、臨床研究に携わるマンパワーの不足、必要経費・研

究費の欠乏のためその進行が遅れている。したがって、ユースケース１や正常睡眠データ

ベースに研究リソースを集約することとする。 

 

▼ 良質な睡眠の誘導：ウェルネスルーム（仮称）の開発 

科学的に精度検証した非接触睡眠検知技術（④-a-⑷） 
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AIを用いた個人の睡眠評価技術（④-a-⑸） 

・ 非接触式睡眠推定モジュールや睡眠評価システムを用いたサービスの事業化に向けて、計

測した睡眠データの呈示方法、睡眠データ活用におけるカスタマージャーニの明確化（ま

たはフィードバックする情報の明確化）、事業化を支援する企業等と連携をとる必要がある。 

・ 睡眠計測データおよび対象者情報を自動で収集しデータベース化する仕組みを構築するこ

とで、睡眠に関する製品化や新規サービスの提案を目指す。 

 

本邦唯一の健常睡眠データベース（④-a-⑹） 

・ マンパワーが少ないため、できるだけ解析作業を効率的に進めるよう努める。また、小児睡

眠データの追加収集のため、PSG 検査システムの整備と倫理委員会への計画申請中である

が、新型コロナウイルス感染拡大により、実施を見合わせる可能性もある。さらに、疾患研

究の対照データとして、データベースをレポジトリとして活用するための環境を整備し、

データ利用に関する権利調整などについて COI本部や共創本部による調整が必要である。 

 

生体信号を用いた睡眠環境制御技術（④-a-⑶） 

・ 社会実装として、竹中工務店新入社員寮に非接触睡眠検知技術、睡眠評価技術、睡眠環境制

御技術のハードを導入済ではあるが、新型コロナウイルス感染拡大により、冷房期におい

ては試験運用ができなかった。暖房期においては第 5波が収束した 12月のタイミングで数

名の試用が叶ったが、第 6 波の影響により現在再びウェルネスルームの試用を停止してお

り、フィールド実証による効果の検証が今後の課題である。COI終了後も実証試験を継続実

施する方向で現在調整中である。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

・ これまで睡眠情報は病院でしか正確に計れず、個人で把握・活用することが困難であった。

本研究テーマでは、PSG検査を活用し、家庭で睡眠を簡便に精度高く計測・評価できる技術

を開発した。また、これらの技術を組み合わせた睡眠評価システムで、ユーザーに対し、自

身の睡眠を健康情報として提供し、健康への気づきや睡眠改善等の行動変容を促す。さら

に、良質な睡眠誘導技術を活用した寝室空間が商品化され、長期に渡る継続利用が可能と

なれば、個人の睡眠習慣の改善、睡眠負債の軽減につながる。睡眠は労働生産性や就学意欲

に直結している。睡眠モニタリングが社会全体に普及することで、パフォーマンス向上・ス

トレス軽減・疾病予防できる社会となり、健康人口が増加し、生産労働性が向上すれば、潜

在的な経済効果を底上げする効果が期待できる。 

・ PSG 検査を用いた正常睡眠データベースは、睡眠の質向上を目指す製品開発に科学的エビデ

ンスを提供し、技術開発の基礎を支えることができる。また、睡眠医学研究においては対照

群としてデータを提供し、睡眠関連疾患の病態解明研究を促進できる。 

 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

・ 睡眠は従来個別的に各学術分野において研究されてきた分野であった。本研究開発課題で

は、睡眠の質というキーワードを軸に、疫学・臨床研究・生理学的基礎研究・医工学・情報

工学といった異なる学術分野で連携し、医脳理工学的融合型の研究体制を構築した。これ

により、社会・個人・生体信号レベルの情報をもとにした睡眠解析や、人工知能技術を組み

合わせた研究開発が可能となった。その結果、体動や生体関連音等の非接触に測定したデ

ータから睡眠の状態や質の推定が可能となり、生理学的な睡眠変数とは異なる評価尺度で

個人の睡眠を数値化するという新たな可能性を得た。 

・ また、ねんねナビ®や睡眠評価システムは、利用者へのフィードバックで行動変容を促し、

それに伴う睡眠の変化を持続的にデータ取得することができる。つまり、睡眠に関連する

多様な現象のメカニズムを解明する研究が可能となった。例えば、ユースケース１の双方

向アプリでは、小児の日常生活データを早期にフィードバックすることで行動変容と睡眠

の変化が促され、それが発達に与える影響を継続的に観察することが可能である。本研究

課題では、日常生活の中で睡眠という多様な現象を多面的に関連付けながら研究する体制

に発展させて、科学技術・学術上の新たな体系を構築したといえる。 



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 80 

・ このような体系を構築できたポイントは、睡眠研究のゴールドスタンダードである PSG 検

査を、「健康な」人を対象に実施できる研究用の検査体制を確立したことである。PSG検査

は生体で最も多数の信号を長時間にわたり記録するため、時間・資金・マンパワーに多大な

コストを要する。その解析にも高度な専門性が必要となるため、非常に労力のかかる検査

であり容易には実施できない。PSG検査を実施できる睡眠検査室の整備と、大阪大学にいる

PSG 検査を有効に活用できる睡眠研究・睡眠医療の専門家の協力により、技術機器開発のエ

ビデンスレベルを支えることができた。また、本邦のように睡眠の健常データを蓄積する

環境がない中で、小児から高齢者にわたる睡眠データベースを構築したことは大きな成果

である。睡眠データベースは、規模を拡大することによって、睡眠関連技術や製品の開発の

みならず、機械学習の手法開発などにも応用できるため、正常な睡眠の生理学的機序に関

して今後も新しい知見を生む可能性がある。 

 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

・ エアコンなどの製品の宣伝に際し、「睡眠改善」などの効果を訴求するには、薬機法の規制

で医療機器として承認が必要となるため、宣伝方法を考慮する必要がある。 

・ 非接触睡眠推定技術の精度評価として、臨床評価（PSG検査）との一致率が重要となる。医

療診断用でない家庭用事業における推定精度について議論されてこなかった。長期の様々な

年代・性別の複数データを取得することで、70％以上の推定精度があれば十分に日々の健康

管理として用いることが可能であることが実証された。 

・ 竹中工務店新入社員寮ウェルネスルームでの睡眠評価システムの実証実験については、個人

情報の取り扱いと実験実施の倫理規定が問題となった。個人情報については、大阪大学の臨

床研究倫理委員会規程ならびに竹中工務店人事課と調整して、大阪大学の共同研究者が扱え

るのは個人を特定できないＩＤ化したデータのみとした。また、実証実験については、大阪

大学大学院歯学研究科の臨床研究に関する倫理委員会の承認を得て実施し、ウェルネスルー

ムを使用する社員からはインフォームド・コンセントを得ることとした。今後の進捗に伴

い、倫理的な問題が生じる危険性が予見された場合は、都度協議・対応する。 

・ データベース活用を希望する企業へのデータ提供条件について、共創本部と打ち合わせをし

て臨床データとして扱うこととなった。 

 

④ マーケティング・試験的な取組 

・非接触式睡眠推定モジュールの開発にあたり、生体計測機器メーカーと協力して、未就学児童

の保護者を対象とした睡眠の計測および見守りに関する要望についてのアンケート調査を実施

した。その中で、発達の観点から子供の睡眠を見たいというニーズは大きく、負担の少ない方

法で見守りたいという意見、睡眠を阻害する要因を知りたいという要望が多かった。この調査

をもとに、生体計測機器メーカーとともに、今後こどもの睡眠見守り機器についての研究開発

を進めることとなった。また、生体計測機器メーカー、大手家電メーカー、介護事業メーカー

への協力を仰ぎ、実験室内だけでなく被験者の自宅等での評価実験計測を実施し、ユーザーに

とって負担の少ない、自宅に設置しうる睡眠計測機の要求水準について検討した。 

・竹中工務店新入社員寮のウェルネスルーム設置は、竹中工務店に構成員のパフォーマンスやモ

チベーションの向上、そのベースとしての健康管理や健康教育に強いニーズがあったため、同

社の新人社員教育の一環である健康・睡眠教育プログラムの一部を、本研究開発課題で担うこ

ととなった。教育効果を高める手段として寮にウェルネスルームを設置し、客観的データの提

供手段として睡眠評価システムを開発・導入するなど、企業の要求水準を確認しながら研究開

発計画を進めている。 

・一方で、本研究開発課題の他のテーマに関するマーケティングやニーズは、情報収集をサポー

トすべき学内の組織や機構が十分に機能しなかったため、知識や経験のない研究者が対応せざ

るを得ず、残念ながら産学の横断的な取り組みが十全に機能したとは言い難い。 

  



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

4 研究開発テーマの成果 

 
 81 

4.2.4.2 ④-b：音楽による活性化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 沼尾正行、大阪大学産業科学研究所、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学産業科学研究所 

東京都市大学 

電気通信大学 

imec international 

クリムゾンテクノロジー株式会社（H28-R3） 

株式会社ブレインズ（H25-H28） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要） 

 「創作の目的がユーザーに感動を引き起こすことにある」という発想に基づき、ユーザーの

反応を見ながら創作を行う AI(人工知能)技術を開発する。この AI 技術により、感情測定結果

に基づき、脳内で作られつつある新たな創作に対する反応が予測可能となる。この技術に基づ

くコンテンツ生成に関する産学共創事業として、創作と既存曲からの推薦を組み合わせた音楽

配信サービスを展開する。目標は「AIによるオーダーメイドの創作による人（脳）の活性化の

実現」である。  

（拠点ビジョンとの関係）    

 少子高齢化社会を迎え、労働人口減少による成長力低下、社会保障費負担増、豊かさの低下、

さらに COVID-19 によるニューノーマルなど多くの社会課題に取り組むに際し、音楽を受容し、

創作するプロセスを体験することで、一人ひとりが本来持っている素晴らしい潜在力を引き出

し、顕在化させ、活動を通して、前向きに困難に立ち向かって、豊かで充実した社会生活を送

ることができる日本人を増やしていく。さらに、そうした音楽活動を通して、心身を整えるこ

とで、自らで課題を克服していく積極的自立社会の実現を目指す。 

 特に心身の成長に最も重要な幼年期（乳幼児期・学童期）の健全な脳の発達にフォーカスし、

発達を阻害する要因の音楽に基づくケア技術（仕組み・ツールなど）を社会実装することによ

り、社会貢献していく。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

今までの COI の成果をビジネスとして展開し、広く社会に浸透させていくため、brAInMelody

システムを現在の実験用途に特化した仕様から、商業用途での使用に耐えうる製品へと作り変

え、ビジネスシーンへの導入実現を目指す。 

 より大規模な社会実装の実現に向け、幅広いビジネスシーンに対して本システムを訴求して

いくため、最小限の初期費用および期間でシステム導入まで到れる柔軟な仕組みのシステムと

することで、業界内において優位な地位獲得を狙う。 

 また、クリムゾンテクノロジー社の開発したアプリケーション「AImelo」は一般コンシュー

マに向けた製品として既に市場に公開されているが、最新の COIの成果を適宜反映していくと

共に、機能の追加や改善、対応 OS の増加を随時行っていくことで、より多数のユーザー数の

獲得とマネタイズの実現を目標とする。 

 BtoB の市場では、音楽によるソリューションビジネスの対象となるカテゴリーが多岐にわた

り、個別の案件ごとにエビデンスの提供が必要となる。そこで brAInMelody の基本的な機能に

絞り価格設定を抑えた製品パッケージを提供し、得られたデータに基づいて市場ごとに個別に

カスタム対応することで、COIの成果を活用する企業を増やしていくことを狙う。 

 

想定される顧客: 

・イベントスペースなど多人数が集まる空間の環境構築に携わる企業 

・プロモーションやサービスに自動作曲・リコメンデーションによる音楽を利用する企業 
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・brAInMelodyを生活改善や作曲に活用する個人ユーザー 

・生体センサーを搭載した機器を販売する企業 

・音楽・音声商品を制作・販売する企業および個人 

・ヒーリングサービスを提供する企業、およびサービスを受ける個人 

・語学などの教育事業を手がける企業 

ユーザーのニーズ: 

・より快適な空間創出を行い、集客力を高める 

・生体情報に裏付けられた適切な音楽を選択することによる顧客満足度の向上 

・AIによる作曲を利用することで、その場に合わせた音楽をリアルタイムで自動作曲し提供 

・機器の生体センサーに解析や適切な音を提供する機能を付加して競争力を高める 

・リアルタイムで空間の人間の状況を判別し、音楽や自然音を提供することで空間の効率をより

高める。 

・先進的な音響効果の幅広い活用、ユーザーの裾野の拡大 

・生体情報を利用した学習の成果の確認 

・生徒ごとの集中力の変化を見ることにより、効果的なカリキュラムの作成や指導方法の見直し

を実現 

・先進的な学習システムを顧客に提供し競争力を高める 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

要求水準: 

・目標とする空間環境の実現のための方法とエビデンスの確立 

・商用での利用に耐えうる品質の音楽や音声 

・音響効果を使用した音楽や音声データ 

・低コストで導入可能な製品パッケージの開発 

・語学学習に特化した生体データの計測システムとリアルタイムでの解析結果の表示 

市場規模: 

・日本の語学学習の市場規模 約 8,866億円(2018年度) 

・世界のマインドウェルネス市場規模 約 1,200億円(2019 年度) 

・世界の SleepTechの市場規模 約 9兆円(2020年度) 

・世界の音楽配信市場規模 約 7,000 億円(2020年度) 

ベンチマーク: 

・生体データを使用した類似のサービスに対して音や音楽という側面での多彩な測定方法やコ

ンテンツと絡めた独自のソリューション展開を実現できる 

・各大学の持つ学術的な知見と音楽制作および配信に実績があるクリムゾンテクノロジーの連

携により、競合よりも高い音楽との相乗効果を実現できる 

 

（4）主な成果と達成状況 

[大阪大学] 

 ・脳の特徴分布のばらつきを考慮した感情検出モデルの構築 (Hagad et al., 2021) 

 ・脳の信号の個人差を考慮したドメイン適応による感情分類モデルの構築(Ding et al., 2021a) 

 ・ドメイン適応による少数ラベルでの感情分類モデルの構築 (Ding et al., 2021b) 

 ・脳波デバイス間での転移学習モデルによる感情分類精度の向上 (Emsawas et al., 2020) 

 ・音楽による感情を処理する脳部位を同定する解析法の構築 (Thammasan et al., 2020) 

 ・語学学習の習熟度を判別、可視化するシステムの構築 (特願 2020-197916) 

[クリムゾンテクノロジー] 

・brAInMelody の実験用クライアントアプリケーションとサーバーシステムを開発し、計 3,000

を超える生体データを収集 

・brAInMelody の開発実績と実験結果を基にした、目標に対してより効果的な音楽を作り出す

ための自動作曲の改良 
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・音楽のみならず、音声や動画への対応・実験も行い、より幅広い使用目的に対応可能に 

・brAInMelodyを応用した iOSアプリケーション「AImelo」(独自の PaaS含む)の開発と一般ア

プリ市場への公開 

・商標登録(登録番号：第 6024120 号)および大手自動車メーカーとの共同特許の出願(特願

2019-39502(P2019-39502)) 

・車載環境を想定した実験データの収集とノウハウの蓄積 

・語学学習に向けた brAInMelody システムの開発および進鳳堂社への brAInMelody モジュール

の提供 

・非接触センサーを用いたデバイスを開発・販売している企業との共同実験の実施および技術

提供 

・空調メーカーとの共同実験および空調と音楽・音声を組み合わせた空間創造についての事業

への技術提供 

・Apple Watchや Polar社の計測機器など、一般に流通しているデバイスのシステムへの応用 

[東京都市大学] 

自動作曲に関する以下の手法について提案し、評価実験により有用性を確認した。 

・起承転結の構成をもつ和音進行の生成 

・正例のみからの感性モデルの獲得 

・和音進行とメロディからのコードネーム推定 

・楽曲の拍子変更による自動変奏 

・感性モデル獲得の高速化 

・演奏における表情付けを考慮した MIDI の生成 

・感性モデルに基づくメロディのリズムおよび音高の上下行の決定 

・隠れマルコフモデルを用いたメロディの音高決定 

 

（5）今後の課題と対応方針 

[クリムゾンテクノロジー] 

・より多くの企業に導入してもらうため、低コストかつ短期間で評価可能な製品パッケージを

開発し、社会実装の拡大を図ると共に、企業の提供するサービスにとって必要なエビデンス

の構築を速やかに行えるようにする 

・マインドウェルネス市場に向けたマーケティングの拡充と事業内容の検討 

・市場には自然音やヒーリングサウンドと言った音に対するニーズも高いため、引き続き音声

データを拡充していく。特に立体音響やバイノーラルと言った先進的な音響を使用した音の

利用事例は少なく、brAInMelody との組み合わせで新たな効果を生み出せる可能性もあるた

め、必要なエビデンスの構築と市場の開拓を合わせて行っていく 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

・脳波をはじめとする生体情報を基に適切な音楽・音声を提供することによる人々の QOLの向上、

および企業の労働環境の改善や新たなサービスの創造 

・自動作曲による新たな音楽体験の提供 

・学習分野に生体情報の活用という新たな方向性をもたらすことが出来る 

・パーソナルスペースから大広間まで、様々な場所に対して生体情報を活用することで任意の空

間の創造が行えるように 

・先進の音響効果を使用したサウンドが広がることによって日々のリスニングをより豊かに 

・自動作曲部分による独自の社会実装２件。１６０余りの社員の声から抽出した特徴量を元に会

社のサウンドロゴを作成（図 4.2.4.2-1）。日本に古来から伝わる「寝かせ歌」を学習し、いく

つかの楽曲を作成。乳児・幼児に聞かせることによりオーディションを行い最新の「寝かせ歌」

を生成した（図 4.2.4.2-2）。 
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♪パパママへ贈る、寝かしつけの新提案♪ 

東京都市大学とクリムゾンテクノロジーにより、新しい子守唄を AI と実験を駆使して作曲、

さらに PUFFY による作詞・歌唱によって、子どもを寝かしつけるための子守唄が完成。 

絵本「ゆめレスキュー」の隊員たちとともに、子どもたちの安眠提供をめざす。 

 

歌／PUFFY https://www.puffy.jp/ 

作詞／大貫亜美 

AI 作曲・子ども実験監修／大谷紀子教授 https://www.comm.tcu.ac.jp/otani-lab/ 

AI作曲協力／クリムゾンテクノロジ―㈱ https://crimsontech.jp/ 

子守唄収集協力／日本子守唄協会 http://www.komoriuta.jp/cover.html 

出演／ゆめレスキュー隊員 https://yume-rescue.com/ 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

・ユーザー間の脳波の個人差や脳波測定デバイス間で混入するノイズの違いが感情分類モデル

の構築を困難にしている。これらを改善するため、ドメイン適応、変分エンコーダ、敵対的

生成ネットワークを用いた感情検出モデルを提案した。その結果、脳の特徴分布のばらつき

を考慮したモデル (Hagad et al., 2021)、脳の信号の個人差を考慮したドメイン適応による

モデル (Ding et al., 2021a)において、従来の感情分類モデルに比べ高い分類性能を示し

た。また，脳波測定デバイス間での転移学習によって感情分類精度の向上がみられた 

(Emsawas et al., 2020)。これらの成果は、本テーマの成果を広く一般化する際に障害とな

るユーザー間、デバイス間での精度のばらつきを抑えるための基礎的な技術を提供する。 

  さらに、生体信号から感情分類モデルを構築する際には、大量の学習データが必要であり、

これが感情分類モデルを実装した商品開発やサービス展開を困難にしている。これを改善す

るため、ドメイン適応による少数ラベルでの感情分類モデルを提案した。その結果、従来モ

デルの 1/14 のデータで従来モデルと同程度の分類精度を示した (Ding et al., 2021b)。こ

の成果は、本テーマの成果を社会実装する際に障害となる学習データ量を抑えるための基礎

的な技術を提供する。 

・開発した自動作曲手法により感性を反映した楽曲が生成できるようになったことを受け、プ

ロのアーティストが自動作曲システムを用いて楽曲を創作する取組みを実施したところ、シ

ステムが創作者に気づきや省察を促す学習の契機を与え、創造性の資源を底上げし、創作の

機会と幅を拡張することが示された。また、複数の音大生の協働による楽曲創作場面では、

システムを批判することで協働作業を円滑に進める様子や、外部から知識を得るだけだった

学びの様式が過去に得た知識や経験を表出する様式へと変容する様子が観察された。 
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・自動作曲により生成された楽曲を演奏面で向上させることを目的として、プロピアニストの

ペダリングやタッチ制御が演奏環境や

演奏楽器に応じてどのように適応的に

行われているのかを検証した（図

4.2.4.2-3）。その結果、熟達したピアニ

ストは環境に応じて適応的に変化させ

るだけでなく、どのような環境でも一定

以上のクオリティを維持するため、環境

が変化しても維持する要素があること

も明らかになった。また、これらは出力

される演奏音が不自然にならないよう、

音の不協和度や強度といった指標を手

がかりとする聴覚フィードバックを用

いて行われている可能性が示唆された。 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、

規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

・生体情報のフォーマットや取り扱いに対する統一された規格などが存在しないことは社会実

装が広がっていく中でいずれ問題となる可能性があるため、MIDI 等の規格への組み込みを検

討していく必要がある 

・収集した生体情報の個人情報としての取り扱いは未だ曖昧ではあるが、個人を識別できるよ

うな情報とは紐付けず、情報を蓄積するサーバーもオンプレミスで学内に設置、さらにアク

セス権限を厳密に管理することによって対処している 

④ マーケティング・試験的な取組の状況 
・2021 年 3 月にスリープテック関連企業をはじめ、ストレス、センサー、マインドフルネス、

音響、カーナビ、ヘルスケアなど営業を行い、関連市場における企業の brAInMelody に対す

る興味や反応の調査を行った。結果、多くの企業からの問い合わせや反響があった。課題と

しては brAInMelody が対象とする市場が多岐にわたり、それぞれの企業ニーズやアプリケー

ションごとのエビデンス構築や商品開発に対応する必要があり生体センシング方法も対象機

器も多様である。一方でこうしたストレスや生体センサーに関する研究は多くの企業で注目

されており、今後の戦略として、brAInMelodyを用いたサービス・ソリューションのための導

入パッケージツールとして提供する方針とした 

・2020年は楽聖ベートーヴェンの生誕 250周年であることから、ベートーヴェンの誕生日であ

る 12月 16日に東京藝術大学 COI 拠点が主催するオンライン演奏会「AIベートーヴェン」が

開催された。このなかで披露する作品の制作に本研究で開発された自動作曲システムを使用

したいとの要望を受け、協力した。本システムで生成された楽曲を東京藝術大学の小川類准

教授がアレンジし、コンテンポラリーダンスと合わせて披露され、自動作曲技術の新たな活

用方法を示す事例となった。 

本事例の成功を受け、2022 年 2月に開催される第 7回両国アートフェスティバルでは、本シ

ステムを用いて生成された楽曲をスタインウェイのピアノで生演奏する予定である。現代音

楽のコンセプトのもと、「VR／ゲーム世界のリアルとヴァーチャル」というテーマで開催され

るイベントであり、多様なジャンルへの対応可能性の示唆が期待される。 

➄ 研究開発成果の多様な展開の状況 

クリムゾンテクノロジー社では brAInMelody の名称で社会実装を展開中であるが、研究開発

の資金やエンジニアや営業の人員確保が必要で、２０１９年にベンチャーキャピタル２社か

ら出資を受けた。この資金をもとに、世界初の生体センサーによる自動作曲ソリューション

を搭載したスマホ向けアプリを市場に送り込むとともに、多くの開発成果を得ることができ

た。今後事業を拡大するために、brAInMelodyが必要とされる市場の予測とパートナー企業の

拡大、さらなる資金のなどに努める。
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4.2.4.3 ④-c：体内水素発生技術の開発と免疫力強化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 野々村祝夫、大阪大学大学院医学系研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 小林光、大阪大学産業科学研究所、特任教授 

島田昌一、大阪大学大学院医学系研究科、教授 

今村亮一、大阪大学大学院医学系研究科、准教授 

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院医学系研究科 

大阪大学産業科学研究所 

株式会社新興製作所  

日新化成株式会社  

東邦化成株式会社（H25-H27） 

株式会社 SCREENホールディングス （H25-H27） 

オルガノ株式会社（H25-H28） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

 拠点ビジョン「一人ひとりが自立し、自ら積極的に課題に立ち向かう積極的自立社会」を達成

するため、あらゆる世代の健康増進を目指した研究を行う。我々は酸化ストレスが多くの疾患の

大きな原因になっていることに着目し、それを低減させることによって健康を確保し、自立社会

の確立を目指してきた。酸化ストレスによって発症する疾患には、国内だけで 1000万人クラスの

患者がいる慢性腎臓病、糖尿病、アトピー性皮膚炎が含まれ、さらに難治性疾患であるパーキン

ソン病や潰瘍性大腸炎が含まれる。また、シリコン製剤はうつ病等の精神・神経系の疾患にも高

い効果があることが見出されている。さらに、酸化ストレスによって老化が促進される。我々が

開発したシリコン製剤は、腸内で水分と反応して持続的に（24時間以上）多量の水素が発生する。

その結果、酸化力の最も強い活性酸素であるヒドロキシルラジカルを効果的に消滅して、酸化ス

トレスを顕著に抑制でき、その結果酸化ストレスにより発症する種々の疾患の予防・治療ができ

る。さらに、老化が抑制でき、健康寿命の延伸が可能となる。また、脳を構成する神経細胞やグ

リア細胞の多くは胎児期に分化増殖し、基本的な脳の構造は胎児期にほぼ完成する。このことか

ら「乳幼児からの健やかな脳の育成」を考える上では、妊娠中の胎児の脳の正常な発達がとても

重要な要素となる。逆に妊娠中の母親が強いストレスを受けたりや感染症に罹患すると、生まれ

てくる子供の自閉スペクトラム症の発症リスクや、成人になってからの統合失調症、うつ病、依

存症などの精神疾患の発症リスクの増加に深く関わっている。シリコン製剤は、ウイルス感染妊

娠モデル動物に投与すると、その仔の発達障害発症リスクを大きく下げることが分かった。乳幼

児の育成を考えるためには、並行して出生率の上昇をめざすことも重要課題である。出生率の低

下の原因の一つとして不妊症が挙げられ、その約 50%は男性側に要因があるとされる。男性側要因

の代表的な疾患が精索静脈瘤である。精索静脈瘤は精巣温度を上昇させることで造精機能を低下

させるため、現在の唯一の治療法は静脈瘤根治術である。ただし静脈瘤が消失しても、造精機能

は十分改善するかどうかは不明である。我々は精索静脈瘤動物モデルにシリコン製剤を内服させ

ることで、手術することなく直接的に精巣の造精機能を改善させることを見出した。シリコン製

剤が将来の出生率改善に貢献する可能性があることが示唆された。したがって、シリコン製剤に

よって心身共に健康で活力がある社会の実現に大きく貢献できる。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

シリコン製剤は、健康食品、サプリメント、医薬品、ペットフード、畜産、化粧品等、多くの用途

に適用可能であり、その一部は以下の様にすでに社会実装されている。 

① 動物用及び人食品用のシリコン製剤の製造：2019 年 7 月から、大阪チタニウムテクノロジー

ズが大量生産を開始した。 

② 動物用サプリメント：シリコン製剤を含有する犬用、猫用サプリメントが、2019 年 11月にレ

ナトスジャパンから発売が開始された。 

③ シリコン製剤含有ペットフード：2021年 3月にマルカンから発売が開始された。 
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④ シリコン製剤人用サプリメント：2020 年 6 月にレナトスジャパンから、2020 年 11 月に野田

製薬から発売が開始された。 

⑤ 医薬品用シリコン製剤の製造：大手企業が GMP の下で医薬品用シリコン製剤の製造を行うこ

とを決定している。 

⑥ 医薬品：2021 年 6 月から大手製薬会社が潰瘍性大腸炎の医薬品としての可能性の検討を開始

した。 

 

以上の製品はすべて、シリコン製剤による体内水素発生とその抗酸化作用による酸化ストレス

の低減を行う。動物用シリコン製剤では 300mL/g の水素が、人用シリコン製剤では 400mL/g の水

素が体内で持続的に発生して、この水素量はそれぞれ飽和水素水 17L 及び 22L に含有されている

水素量に相当する。水素量が従来の製品に比較して格段に多い上、還元力が水素分子に比較して

飛躍的に高い水素原子がシリコン製剤上に生成して、これがヒドロキシルラジカルを効果的に消

滅させる。すなわち、シリコン製剤は従来の製品とは量的にも質的にも格段に優れている抗酸化

物質である。 

 水素水を始め水素関連製品は多数販売されているが、シリコン製剤は腸内で水素発生反応が 24

時間以上持続し、その間に発生する水素は 400mL/g 以上である。例えば、水素水では飽和濃度の

ものですら 1L 中に含まれる水素量は気体換算で 18mL に過ぎず、吸収され各器官に輸送されても

1 時間程度で体外に放出される。シリコン製剤の摂取によって尿中の 8-OHdG（DNA が活性酸素に

よって酸化された老廃物）や掌から放出されるヒドロキシルラジカルが顕著に抑制されることが

わかっている。このように酸化ストレスを効果的に抑制できる物質は、現在のところシリコン製

剤以外に他には存在しない。 

 動物実験等から、シリコン製剤の予防・治療効果が見出された疾患を図 4.2.4.3-1 に示す。こ

の中には、国内だけで 1300 万人の患者

がいる慢性腎臓病、1000 万人の患者が

いる糖尿病やアトピー性皮膚炎、さらに

難治性疾患であるパーキンソン病や潰

瘍性大腸炎が含まれる。シリコン製剤医

薬品の実現によって、2割以上の国民が

その恩恵を享受できる。国内だけで

1000 万人クラスの患者がおりシリコン

製剤の予防・治療効果が確認された上記

の 3 疾患についてその 2 割がシリコン

製剤を摂取すると仮定すれば、国内だけ

で 2兆円規模の市場が、海外展開すれば

その 10 倍程度の市場が見込まれる。予

防投与、さらに他の疾患まで含めれば、

さらにこの 2 倍以上の莫大な市場が見

込まれる。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

① シリコン製剤の水素発生能：水素発生能として、1gから 1000mL以上の水素発生量を目標とす

る。現在発売されている動物サプリメント用シリコン製剤の水素発生能は 300mL/g、人サプリ

メント用シリコン製剤は 400mL/g となっており、医薬用シリコン製剤はそれらの 2.5 倍以上

の水素発生能の達成を目指す。 

② 医薬用シリコン製剤の GMP 製造技術の開発と技術移転：治験に用いるシリコン製剤を GMP の

下で製造する技術を開発して、製造を予定している大手企業に移転する。 

③ シリコン製剤含有食品の社会実装：シリコン製剤を含有する人用サプリメント、健康食品の製

造・販売を行う 5社以上の企業と、製造販売の契約を締結する。 

④ シリコン製剤医薬品の社会実装：2社以上の製薬会社と、シリコン製剤についての共同研究契
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約を行う。 

 

（4）主な成果と達成状況 

・シリコン製剤の水素発生能：シリコン製剤の

表面状態を制御することによって、図

4.2.4.3-2 に示すように腸内に分泌される

膵液や腸液と類似の環境下（36℃、pH8.3）

で 800mL/g の水素発生能を達成するととも

に、水素発生を 24時間以上持続させること

に成功した。無毒物質を腸内で水と反応さ

せることによって水素を発生させるという

発想は今までされたことがない。持続的に

腸内で水素を発生させる物質も従来は存在

しなかった。 

・金属触媒による水素発生能の向上：ppmオー

ダーの鉄の存在によって、水素発生能が向

上することを見出した。シリコン製剤の表面状態制御と鉄触媒を用いて、～1000mL/g の水素発

生能を達成した。 

・シリコン製剤の安全性：シリコン製剤は、表面状態が制

御された平均結晶子径が 20～30nmのシリコンナノ粒子

の凝集体を基本構造としている。シリコン製剤の安全

性の向上を目的として、図 4.2.4.3-3 に示すように凝

集体サイズを 1μm以上に、さらにその形状を角のない

球状構造にする技術を開発した。また、GMPの下でラッ

トを用いる 91日間反復経口投与毒性試験（2,000mg/kg

日の投与量で、人の摂取量の 100～200倍に相当する。）、

遺伝毒性試験を実施し、全く問題が発生しないことを

確認した。 

・シリコン製剤の水素発生機構：水溶液中の OH-イオンが

シリコン製剤表面上の酸化シリコン膜を通過し、酸化シリコン膜/シリコン製剤界面でシリコン

原子と反応し、酸化シリコンと水素、及び電子が生成する。界面で生成した電子は外側に移動

し表面準位に捕獲され、その後電子を水分子が捕獲して OH-イオンと水素が生成することを見出

した。このように、OH-が触媒となっているため、水素発生反応は pHの増加に伴って、顕著に増

加することがわかった。水素発生反応に伴い、シリコン製剤の表面に弱く結合した水素原子が

生成し、この水素原子がシリコン製剤の高い還元力の原因であることを見出した。 

・OH ラジカルの高感度測定：掌から放出される OH ラジカルを、レーザー誘起蛍光法を用いて観

測することに成功した。シリコン製剤の摂取によって、掌から放出される OHラジカルを顕著に

抑制できることを見出した。 

・シリコン製剤の基本特許：シリコン製剤の物質特許 2 件を成立させた。これらの特許の権利範

囲は極めて広く、シリコンを経口摂取すればこれらの特許に抵触する。シリコン製剤の製造特

許を成立させた。これらの特許を、5社に実施許諾した（シリコン製剤含有食品 4社、シリコン

製剤の製造 1社）。 

・シリコン製剤の用途特許：シリコン製剤の予防や治療効果について、炎症性腸疾患、二日酔い、

脳虚血・再灌流障害、糖尿病、肥満、パーキンソン病、うつ病、記憶障害、自閉スペクトラム

症、注意欠陥多動性障害（ADHD）、接触皮膚炎、騒音性難聴、関節炎、抗がん剤投与による副作

用、脊髄損傷、早老症、フレイル、子宮内感染症、非アルコール性脂肪肝炎（NASH）、疼痛（廃

用症候群）、急性膵炎、慢性腎不全、急性腎不全、男性不妊症、排尿障害などの疾患について用

途特許を出願した。 
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（5）今後の課題と対応方針 

・食品用シリコン製剤と医薬品用シリコン製剤の両立：前述したように、シリコン製剤はすでに

サプリメントを含む食品として販売されている。同一のシリコン製剤であれば医薬として認可

された際、食品として販売できないという法律上の問題が生じる。これを解決するため、医薬

品用と食品用の 2 種類の異なったシリコン製剤を製造する予定である。形状や組成が異なる 2

種類のシリコン製剤によって、食品と医薬品を両立させる予定である。 

・医薬品用シリコン製剤の GMP 製造：医薬品用シリコン製剤の小規模製造技術は、すでに開発済

みである。これを、大手企業に技術移転して、医薬品用シリコン製剤を GMP 製造する予定であ

る。 

・医薬品としてのシリコン製剤の社会実装：大手製薬会社が、シリコン製剤を用いる潰瘍性大腸

炎の医薬適用の検討を行っている。現在、大阪大学で得られた動物実験の再現性実験を行って

いる最中で、この実験の成功後に本格的な共同研究と治験が開始される見込みである。治験に

は、上記記載の GMP製造されたシリコン製剤が用いられる。 

・シリコン製剤の多様な疾患に対する予防・治療効果のメカニズムの解明：シリコン製剤の医薬

品としての開発や認可の過程で、薬効のメカニズムをなるべく明確に示す必要がある。シリコ

ン製剤は体内で大量の水素を継続的に発生させ、水素が抗酸化作用や抗炎症作用を有すること

も知られている。さらに、シリコン製剤は水素分子以外にも水素原子を生成する。水素分子や

水素原子がどのようなメカニズムで抗酸化作用や抗炎症作用を示すかは、一部は分かっている

が未だ多くの点で不明な部分がある。シリコン製剤の多様な効果がどのようなメカニズムで生

じるのかを引き続き検討していく必要がある。我々は最近シリコン製剤の抗酸化作用や抗炎症

作用に活性イオウ分子の生成が関与していることを見出した。今後シリコン製剤が強力な抗酸

化作用を示すグルタチオンパースルフィドなどの活性イオウ分子を、どのような機序で増加さ

せるのかこれらの点についても明らかにしていきたい。 

 

（6）その他特記事項 

➀ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

  現在の地球上の動物は、酸素呼吸を行いエネルギーを得ている。その結果、副産物として活

性酸素が生成する。活性酸素によって細胞が酸化され、種々の疾患が発症することは、酸素呼

吸を行っている生物の宿命ともいえる。活性酸素を抑制すれば、種々の疾患を防止できること

は従来から理解されていたが、呼吸・代謝によって常時発生する活性酸素、特に生理機能を持

たなく最も酸化力が高いヒドロキシルラジカルを抑制する方法は開発されていなかった。シリ

コン製剤は腸内で持続的に多量の水素を発生させることによってこれを可能にした初めての物

質といえる。シリコン製剤によって予防や治療ができた疾患は、図 4.2.4.3-1 に示すように多

種多様に及ぶ。図 4.2.4.3-1 は、酸素呼吸を行う結果、細胞の酸化によって発症する疾患が如

何に多いかを示している。 

  一方、水素分子がヒドロキシルラジカルと反応してそれを消滅させるかは、議論の余地があ

る。水素分子は 4.5eVの結合エネルギー（約 35.000℃の運動エネルギーに相当）を持ち、この

結合をある程度切断して OHラジカルと反応するには、体温では低すぎ反応確率は低いと考えら

れる。我々は水の電気分解の際、水素が多量に発生して水溶液の水素濃度が 1ppm 以上になって

いるにもかかわらず、OHラジカルが生成することを見出しており、この結果は室温ではヒドロ

キシルラジカルと水素分子はほとんど反応しないことを示している。一方、シリコン製剤の表

面には水素発生に伴って表面に弱く結合した水素原子が多く生成することがわかっている。こ

の水素原子がグルタチオン等の生体物質に捕獲され、グルタチオンの還元体等の高い還元力を

有する物質が生成し、この物質によって OHラジカルが還元され水となって消滅するものと思わ

れる。このように、生体を持続的に効果的にしかも副作用なしに還元できる物質は、シリコン

製剤の他には開発されてこなかったと思われる。 

 

➁ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

医薬用シリコン製剤は、医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準である GMP（Good 
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Manufacturing Practice）に従って、大手企業が製造することになっている。一方、食品用シ

リコン製剤は、HACCP に対応した食品衛生管理下に製造されている。 

  

③ マーケティング・試験的な取組の状況 

 シリコン製剤の社会実装の最終目標は、医薬品への応用である。しかし、医薬品として認可さ

れるには治験に莫大な費用と 5～10 年の長い年月を必要とする。我々の戦略として、医薬品へ

のハードルを下げるために、まず動物用サプリメント、次に人用サプリメントとしての社会実

装を目指した（下図参照）。動物用サプリメントの製造販売が行われる前には、獣医による犬・

猫を用いる治験が多数行われた。治験の結果、慢性腎不全、アトピー性皮膚炎、外耳炎等、炎

症性疾患に対する高い治療効果が観測された。犬、猫を用いた動物実験は、シリコン製剤の動

物用サプリメント、ペットフードへの利用を実現しただけでなく、人用サプリメントや健康食

品の利用を加速した。特に、動物利用において副作用が全く観測されなかったことは、人適用

への安心感を高めることに大きく寄与した。さらに、人の食品としてのシリコン製剤の社会実

装は、医薬品としての社会実装を加速すると考えられる。また、海外大手企業が動物医薬とし

ての製造販売に興味を示しており、動物用医薬品の実現も人用医薬品としての社会実装を大き

く加速するものと期待される（図 4.2.4.3-4）。同一のシリコン製剤を、食品用と医薬用に同時

に使用することはできない。シリコン製剤含有食品と医薬品の両方を実現するために、形状や

表面状態が異なる 2種類のシリコン製剤を開発した。 
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4.2.4.4 ④‐d：経頭蓋電流刺激（tCS）による活性化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 小倉基次、大阪大学産業科学研究所、特任教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 池田尊司、  

金沢大学、子どものこころの発達研究センター、助教 

研究開発実施期間： 平成 28年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学産業科学研究所 

金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

浜松医科大学 

関西医科大学 

imec international 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

本テーマの目的は、非侵襲的に脳に刺激を与える tES（transcranial electrical stimulation: 

経頭蓋電流刺激法）を用いて、ヒトの認知機能の向上や感情の適切な制御が実現できるかどうか

を検証することである。認知機能や感情制御には DLPFC（dorsolateral prefrontal cortex: 前

頭前野背外側部）が深く関わっており、DLPFCを刺激することで潜在力が発揮されうるのかどうか

が、研究開発テーマの中心課題である。潜在力を停滞させる原因である疾患に対する治療、また

はそれに類する行為を実行するための手段となるためには、科学的根拠を的確に示しながら活用

場面の見極めを進めることが何よりも重要であり、この方針に従って知見の蓄積を進めた。 

tES には様々な刺激方法が含まれるが、その中でも tDCS(transcranial direct current 

stimulation: 経頭蓋直流刺激法)は、頭皮上に設置した電極間に数 mAの微弱な直流電流を流す手

法である。脳を電流によって刺激するというアイデアは古くから実践されてきたが、外科的手術

や発作の誘発などの強い侵襲性を伴うものが大半であり、緊急性の高い処置の範疇を超えて一般

に普及するものではなかった。2000 年代初頭には非侵襲的な脳刺激として tDCS が登場し、運動・ 

認知・情動などを変化させることができるとの研究報告が多数なされるようになった。しかし、

近年では電流刺激が必ずしも好ましい効果を生まない、もしくは効果が非常に弱いと結論づけた

メタ解析やレビュー論文が報告されるようになっている。これは、健常成人から各種疾患を抱え

る患者に至るまでの対象者の状態や、電極配置、刺激時間などのパラメータの違い、または頭蓋

骨の形状などの構造的差異による脳内電流分布の個人差など、tDCSによる効果を揺るがす様々な

要因が絡んでいることが原因であると考えられる。tDCS に関する最初の報告から十数年が経過し

たプロジェクト開始時点において、tDCS による効果の系統的な理解や、脳神経系への作用機序は

残念ながらあいまいなままであった。我々のテーマにおいては、ヒトの脳内で何が起こっていた

のかを調べるための脳機能計測を併用しつつ、左前頭前野を活性化する目的で実施した tDCS 刺激

の効果の差を疾患の有無という観点から検証することと、分子生物学的作用機序を明らかにする

こと、そして tES/EEG 一体型デバイスの開発を通じた医工連携研究という計 3 テーマで構成され

るプロジェクトが 2016年度より始動した。 

 

①tDCS による健常成人のワーキングメモリ向上と精神疾患の改善 

金沢大学が健常成人を、関西医科大学が患者を対象とした研究を行い、左 DLPFC を狙うため前頭

前野を陽極とした tDCSの効果が認知機能・精神疾患に及ぼす影響を検証する。効果の検証におい

ては認知機能や感情・気分を測定する課題および質問紙と、MEG または EEG による脳機能計測を

併用し、tDCS がもたらす行動の変化とその神経基盤を調査した。個別の研究データは順次論文と

して発表、2021 年度末にこれらの研究成果をまとめて国際英文誌に報告する。 

 

②tDCS 刺激の PET解析 

浜松医科大学が PETによるドーパミン・GABA・セロトニン・ミトコンドリア活性の変化を計測し、

左前頭前野を陽極とした tDCS が脳内の分子動態にどのような影響を及ぼすのかを検証する。PET

計測と並行して行われるワーキングメモリ課題の選定には金沢大学が協力する。左 DLPFC を狙っ
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た刺激が大脳基底核の線条体におけるドーパミン放出・GABA低下という相反作用をもたらすこと

がわかり、島皮質・尾状核など DLPFC とは離れた場所のミトコンドリア活性を引き起こすという

結果が得られている。 

 

③tDCS／EEG一体化デバイスの開発 

大阪大学と imec によって、tDCSによる脳刺激と、EEGによる脳機能計測を同時に行える一体型デ

バイスの開発を行う。刺激の対象者の安全性を担保する刺激パラメータの策定や、装着感の改善

など、工学的アプローチに基づいて医療機器の作成に向けて取り組む。2020 年に研究リソース配

分を考慮した結果、残念ながら開発を中断せざるを得なかったが、開発を通じて得られた問題点

とその解決策や、一体型デバイスの持つ可能性は、tES機器を中心とした遠隔医療システムを提言

するにあたっての貴重な知見となった。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

・具体的内容と実現時期について 

本テーマでは、2016〜2021年度に得られた tDCS研究の成果をまとめて総説論文を執筆している。

この総説では、tDCSを用いた非侵襲的な脳刺激による脳神経系・シナプスへの効果を科学的に解

明し、疾患による効果の差異を検証する。 

本テーマが向上または改善のターゲットとして設定していた脳機能は認知機能および感情である。

2019 年末に発生した COVID-19 パンデミックによって、抑うつのリスク因子である感染への不安

増大や収入の減少、対人交流の減少が顕著となり、「コロナうつ」と呼ばれる社会問題となってい

る。また、コロナウイルスは重篤な肺炎を引き起こすだけでなく快復後に後遺症として認知機能

を低下させるリスクがあるということが複数報告されている。本テーマで扱ってきた研究内容は

社会情勢の変化によって緊急性が急速に高まってきており、研究成果の応用場面も広がりつつあ

る。そのため、総説論文では研究成果の総括に加え、tDCS が With／Afterコロナ時代において活

躍しうる場面である遠隔医療システムの提案を行うこととした。 

 

・提供の担い手となる企業・自治体等の実施主体について 

2021年度終了時点では遠隔医療システムの提案まで行うため、具体的企業・自治体は未定である。 

 

・同種あるいは代替となる製品・サービスに対するベンチマークについて 

tES 装置の開発に携わる米 Soterix社が「Remote Neuromoduraion」という名称で遠隔医療システ

ムの提案を行っている（https://soterixmedical.com/research/remote）。対象となる疾患はパー

キンソン病・多発性硬化症に伴う認知機能障害である。治療を受ける患者は医療機関のスーパー

バイザーと電話で連絡を取り、機器の設定に必要なパラメータや実施報告などを口頭で行うもの

である。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

テーマ全体の達成目標として、これまでに得られた知見を総括し、遠隔医療の実現に向けた提言

となるレビュー論文を国際英文誌にて発表する。 

 

①tDCS による健常成人のワーキングメモリ向上と精神疾患の改善 

tDCSの認知機能および感情・気分の改善効果を得るために必要なプロトコルの策定を行う。 

2020年度までに発表した論文に加え、取得済みデータに関して 3本の論文投稿を完了する。 

 

②tDCS 刺激の PET解析 

PET を用いた tDCSに関するメカニズム（意欲系のドーパミン放出、GABA制御、こころの作用のセ

ロトニン系への効果）を明らかにする。科学的エビデンスに基づいた行動学的検証として、軽度

認知障害やうつなどの神経精神疾患で今後展開し、非薬物療法の基盤を確立する。 

2020年度までに発表した論文に加え、セロトニン放出への影響を調べた研究を研究開発期間終了

https://soterixmedical.com/research/remote
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までに論文投稿を終える。 

 

（4）主な成果と達成状況 

①tDCS による健常成人のワーキングメモリ向上と精神疾患の改善（非公開） 

 

②tDCS 刺激の PET解析（非公開） 

 

（5）今後の課題と対応方針 

これまでに行ってきた tDCS研究の成果からは、健常成人を対象とした場合と、疾患を持つ患者を

対象にした場合では結果が異なること、刺激部位も含めて設定条件によって効果発現に個人差が

生じやすいことであった。これはつまり脳機能の状態の個人差、刺激条件によって、tDCSの効果

は大きく異なり、刺激部位を含めたその環境・設定に注意が必要であること、その個人差が研究

結果のばらつきに反映されていることが挙げられる。脳の構造・状態と刺激強度との対応関係を

調べるための精密な計測をさらに推し進めるとともに、どのような疾患に特に効果を発揮するの

かを調査する必要がある。研究期間内に検討した双極性障害・うつ病の他に、パーキンソン病・

脳卒中・多発性硬化症・てんかん・認知症・統合失調症・薬物依存による認知機能低下や抑うつ

気分を改善しうるかどうかを明らかにする。 

対象者・刺激パラメータが明確になれば、疾患に応じた治療方針を決めることが可能となり、遠

隔医療システムの枠組みが決定する。システムの充実化のためには、刺激要件を満たすハードウ

ェア開発、患者および医療従事者にとって負担の少ないソフトウエアの実装、各学会への働きか

けによるガイドライン策定が必要となる。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

現在の COVID-19パンデミックによって、遠隔医療の必要性は日を追うごとに高まっている。これ

から迎えるであろう With/After コロナ時代においては、医療機関に自ら出向いて受診する機会は

減っていくものと推測される。tDCSに代表される tESは、直流電源とファンクションジェネレー

タ、そして過電流を防ぐ安全装置を備えていれば製造可能であるために、製造コストは普及とと

もに下がっていくことが予想される。そのため、tESを接続する既存のスマートデバイスおよびそ

こにつながるネットワークがある程度整備されている地域においては、比較的容易に遠隔医療シ

ステムが実現できるであろう。ネットワークの整備が遅れている地域においても、5G普及の時期

には tESシステムが十分にコストダウンされた状態となっていることが期待される。つまり、tES

ベースの遠隔医療システムは誰もが手軽に利用できるようになるポテンシャルを十分に備えてお

り、SDGsに資する性格を帯びていくものと思われる。 

 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

これまでに行ってきた tDCS研究の成果からは、健常成人を対象とした場合と、疾患を持つ患者を

対象にした場合では結果が異なること、刺激部位も含めて設定条件によって効果発現に個人差が

生じやすいことであった。これはつまり脳機能の状態の個人差、刺激条件によって、tDCSの効果

は大きく異なり、刺激部位を含めたその環境・設定に注意が必要であること、その個人差が研究

結果のばらつきに反映されていることが挙げられる。 

特筆すべき成果は下記の通りである。tDCSによるドーパミン放出をとらえた浜松医科大学による

研究論文は、ほぼ同時期にフランスの研究グループからも同様の報告があり、その先見性と学術

的頑健性が示された。関西医科大学では EEGデータ解析の世界的権威である Pascual-Marqui 教授

とのコラボレーションを通じてオリジナリティの高い研究に取り組むことができた。EEG データ

から得られる脳の特徴量と tDCS の効果とを結びつけることが可能となったことで、マインドフル

ネスを併用した抗不安効果の持続性を示すなど、着実に成果を残している。また、先行研究より

左半球の DLPFCを狙った刺激が可能であるとされている左前頭前野を陽極とする tDCS は、確かに

左 DLPFC の脳活動を修飾できていたが、健常成人では認知機能の向上をもたらしうる活動パター
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ンが形成されていなかったことがわかった。これは、研究開発課題④-e でも進められている MEG

の計測技術の向上によって成しえた成果である。 

本テーマが取り組んできた脳機能計測との組み合わせによる研究を通して、tDCS の作用機序が見

えてきたことは大きな収穫である。また、EEG の信号源推定や PET 研究からは、左 DLPFC のみな

らず、大脳基底核と大脳皮質ループ、そして安静時計測研究から存在が示唆される実行系および

デフォルトモードネットワークにも刺激の影響が及んでいたことが明らかとなった。tDCS の影響

は焦点的ではなく、脳の広範囲にわたっていることから、脳に直流電流を与えるという極めてシ

ンプルな刺激であっても、脳に複雑な影響を及ぼしていることがわかった。 

 

③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

社会実装に向けた第一歩は、科学的根拠に基づく治療方針を打ち出すことである。前項で既に述

べているが、どのような疾患に特に効果を発揮するのかを調査し、効果を検証する必要がある。

幅広い疾患を対象とするときに、単一の研究機関では十分な症例数を集めることが難しいため、

国内外に広がるコンソーシアムを結成できれば、社会実装までの近道となる。 

tDCSによる重篤な副作用はあまり報告されていないが、電極と接する皮膚の火傷やかゆみが報告

されている。これらは電流・電圧の調整に失敗している例であると考えられ、頭皮のインピーダ

ンスチェックをこまめに行うことで回避可能である。また、EEGを併用することで異常脳波が検出

できることから、発作を未然に防ぐシステムへの応用も可能である。 

遠隔医療システムが稼働すると、特に厳密な扱いが求められる要配慮個人情報となりうるデータ

がインターネット上に流れる可能性が生じる。そのため、強固なセキュリティ対策が施されてい

る必要がある。 

 

④ 研究開発成果の多様な展開の状況 

2020年に研究リソース配分を考慮した結果、研究テーマ④-d-(3)として設定した一体型デバイス

の開発は遺憾ながら中断せざるを得なかった。本来であれば試作と基礎研究が循環することで社

会実装への展開を早める効果が期待されたが、基礎研究への注力によって tDCSの作用機序に関す

る研究を深化させることができた。 

加えて、ほぼ同時期に COVID-19が流行し、社会不安が蔓延する中で抑うつ気分を訴える人が増加

したことや、医療逼迫および対面状況の回避による通院困難が生じることで、遠隔医療のニーズ

は飛躍的に高まってきている。一体型デバイス開発におけるベンチマーキングやプロトタイプの

試用は、前項で述べた遠隔医療システムの着想につながり、知見が十分活用されたといえるであ

ろう。
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4.2.4.5 ④-e：脳の個性を生かした子どもの健やかな心の育成 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 菊知 充、金沢大学医学系精神行動科学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

金沢工業大学 

大阪大学先導的学際研究機構・共生知能システム研

究センター、株式会社ＰＦＵ 

株式会社リコー（H29-R3） 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマの概要）アメリカ国立精神衛生研究所が推進している研究領域基準（Research Domain 

Criteria）という壮大な開発計画がある。このようなプロジェクトが生まれた背景には、今まで主に用いら

れている精神疾患の診断体系に基づく研究が、臨床神経科学や遺伝学における新たな進歩に合ってい

ないという問題提起があった。この研究領域基準プロジェクトは、精神疾患は複雑な遺伝・環境要因と発

達の段階ごとに特徴づけられる脳の神経回路の異常によって起こるという仮説に基づいている。そして、

疾患を従来の操作的診断カテゴリーにとらわれず、生物学的かつ疾患横断的な視点を取り入れた枠組

みで捉えなおそうとする試みでもある。中でも脳機能画像研究は、遺伝型と表現型（こころの症状）を結

ぶ脳由来の生物学的指標としての意義がある。さて、発達障害の脳機能研究において、大きな問題とな

るのは、年齢によって異なる結果になる可能性を考慮すべき事である。ターゲットとする脳機能によって、

成長曲線が発達障害と定型発達と異なっている可能性がある。つまり、脳機能画像の手法や年齢の違

いにより、発達障害の生理学的指標の候補になりえる場合と、なりえない場合があることを知っておく必

要がある。対象とする年齢帯が異なると、大小関係が反対になることもある。あるいは、対象年齢層の

幅が広いと、差が消えてしまう可能性もある。これらの問題に答えるデータが殆ど存在しないことから、こ

れからは成長曲線が未知である脳機能画像で自閉スペクトラム症（ASD）児と定型発達児で比較する場

合には、なるべく年齢帯を絞り込み、十分な被験者数で比較することが大事である。我々の目的は、今

までほとんど着手されていなかった、ASD 児の幼少時にターゲットを絞り込んで、脳機能測定を実施し、

症状に対応する生物学的マーカを世界に先駆けて確立することである。そして、精神医学の診断体系そ

のものを再構築する一助とする。 

 （拠点ビジョンとの関係）本テーマは、拠点のビジョンである「一人ひとりが本来持っている素晴らし

い潜在力を引き出し、顕在化させ、活動を通して、前向きに困難に立ち向かって、豊かで充実した社会

生活を送ることができる日本人を増やしていく」ビジョンに直結している。心身の成長に最も重要な幼年

期（乳幼児期・学童期）の健全な脳の発達にフォーカスし、発達を阻害する要因のケア技術（睡眠介入・

親子関係介入アプリケーション）を社会実装することにより、社会貢献していくことは、拠点ビジョンのテ

ーマに沿っている。 

 

(2) 想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

幼児用 MEG による ASD の診断補助システム（株式会社リコー・株式会社 PFU・金沢大学）：COI 終了後

には、本システムで、産学官連携のプロジェクトとして早期診断の社会実装を目指す。特定の地方自治

体において、金沢大学が中心となり、株式会社リコーと産学連携で、ASD の診断補助システムとして早

期診断支援による地域活性化モデルを確立する。本テーマの開発品である幼児用 MEG 装置は、発達

障害の微妙な社会性や認知機能評価にもっとも適した年齢（３－６歳）が主なターゲットとなっている。そ

れゆえに、有病率がさらに多い学習障害（有病率：２-５％）などの評価も視野に、将来的に対象を広げる

ことが可能である。潜在的な市場規模は、発達障害全般に及ぶことから、毎年就学する子どもの 3-6％

が該当する。 

（ベンチマーク）幼児用 MEG については、本開発品以外にも、アメリカでは、０～２歳向けのより低年齢

の MEG が近年開発され、乳幼児の疾患にたいする研究が始まっている。しかしながら MEG を用いた自

閉症幼児の脳機能研究の学術論文報告については、低年齢の研究発表においては、本 COI での金
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沢大学からの報告数が、世界をリードしてきた（図 4.1.2-5 参照）。幼児用 MEG をつかうことで、

圧倒的に有利に立ってきた。さらに、人工内耳を装着した幼児にも適応させるため、金沢工業大

学は感度限局型のセンサを開発した。 

（社会に与えるインパクト） 長期的な観点から、発達障害の不適応を緩和して、成人期に合併しやすい

精神疾患を１％でも減らすことができれば、800 億円/年もの社会的効果が得られることになる。持続可

能な社会の実現のためには、脳の個性を活かした、幼少期からの長期的な取り組みが大事である。 

親子同調促進アプリケーションによる親子関係介入システム： 音楽療法および感覚統合訓練をはじめ、

リズムを対象にした療育は、これまで数多く存在している。その一方で、アプリケーション化して、発達障

害に特化した親子同調介入アプリケーションは存在せず、フィードバックを実施しているものは皆無であ

る。金沢大学は、特定の自治体と協力して、発達障害に臨床試験を実施できるようにデータを収集する。

市場規模は、発達障害全般に及ぶことから、毎年就学する子どもの 3-6％が該当する。 

ねんねナビによる発達障害への介入システム：成人に対する睡眠介入アプリケーションは、スリープマイ

スターをはじめ、数多く存在している。その一方で、幼児を対象とした睡眠介入アプリケーションは、未だ

に乏しく、さらにねんねナビのように、フィードバックを児童の睡眠の専門家が実施しているものは皆無で

ある。金沢大学は、特定の自治体と協力して、大阪大学の開発したアプリケーションを、発達障害に拡張

できるように開発をすすめていく。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

金沢では幼児期の自閉症に関連して、2022 年 3 月までには、累積 30 本以上の幼児用 MEG による

自閉症研究を国際科学雑誌により発信し、それにより、幼児の自閉症の特徴に対応する生物学的

指標を確立し、自閉症の生物学的理解を加速するとともに、診断補助機器としての世界的なプレ

ゼンスを高める。大阪大学では、幼児用 MEG の診断精度を高めるために、深層学習を用いて共同

研究を継続し得られたエビデンスを国際論文にする。株式会社リコーでは、幼児用 MEG の社会実

装時に、だれでも扱いやすくするために重要な、頭部トラッキングシステムを確立する。株式会

社 PFU と金沢大学は静音高速撮像 MRI を用いた脳構造イメージングを、深層学習による精緻化を

行う研究により、幼児における脳構造画像の汎用性を高める。さらには、短時間撮像による脳構

造画像データそのものを、臨床応用する基礎をつくる。金沢工業大学は超低磁場核磁気共鳴画像

装置（ULF-fMRI）による脳神経活動ネットワークの計測を目指し、シミュレーションを重ねる。 

（睡眠アプリによる活性化）睡眠介入について大阪大学が進めているねんねナビを活用し、COI

終了時までには介入による注意力などの改善の効果量を予備実験から推定し、臨床試験に必要

なサンプル数を 0.8の検出力で、算出できるようにする。それにより、COI終了後に 無作為単

盲検コントロール試験につなげる根拠とする。 

（親子同調アプリによる活性化）社会性を促すリズム同調などの要素を抽出し内在させたスマー

トフォン搭載ソフトウエアが、親子が注意を共有するための場面を提供する。親子で喜びを共有す

る場を提供することで、子どもの注意力や社会性向上を目指す。COI終了時までに親子同調運動

のアプリケーション介入による、親子関係改善の効果量そして、大脳運動野の活性化を幼児用

MEGで調べる。これにより、COI終了後の無作為単盲検コントロール試験につなげる根拠とする。 

（低出生体重）低出生体重で生まれた子どもの 10%-20%に発達障害が合併することが報告されて

いるが、そのメカニズムについてはまだ研究が始まったばかりである。小児用 MEG を用いて認

知機能、言語機能及び睡眠指標との関連を明らかにする研究体制を、COIの期間で構築された複

数の大学間で連携してすすめる。 

 

（4）主な成果と達成状況 

かつては ASDの脳画像研究は、主に思春期以降が対象で、幼児期以前の研究データは乏しかった。

従来の脳機能記録方法では、幼児は検査中にじっとしていることが困難で、研究することは困難

だったことが理由である。ところが、幼児にやさしい環境で覚醒状態の脳活動測定を実現するた

めに、幼児用 MEG 装置が開発され、本 COI において、日本が世界をリードする形で幼児期での研

究が大きく進んだ。その概要を研究テーマごとに示す。 

●ASD の脳の興奮性（てんかん波形）についての MEG 研究：発達障害ではてんかんの併存率は高
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く、ASD児で 5～38％、ADHD は 12～17%にてんかんが併存する。ASDでは知的障害を伴うほどてん

かんの併存率が高く、発作は幼児期や思春期に発症しやすい。しかしながら、知的障害のない ASD

におけて、MEG で測定されるてんかん波形が、認知機能におよぼす影響は不明であったものの、金

沢大学の COI研究において、明らかにすることができた。ASDの子どもたちにおいては、臨床的発

作のないてんかん波は、必ずしも悪い影響をもたらすものではなかった。臨床的発作のない ASD

児 163 名と TD 児 107 名を比較した結果、ASD 児は発作間欠期てんかん様放電（IED）の発生率が

高く、認知機能との関連が TD児とは異なっており、ASDでは IED頻度と認知機能の間に正の相関

が認められた。つまり、知的な発達に遅れのない ASD児の場合、IEDは TDでは認知機能にマイナ

スに働くものの、ASDではプラスに働く可能性を示唆している(Hirosawa, Kikuchi et al. 2018)。

さらに実施された１－２年後の追跡調査による縦断研究も、この結果を支持している(Hirosawa, 

Sowman et al. 2020)。さらに、自閉症スペクトラム児の脳機能ネットワークの変化は、発作性て

んかん様波形の存在に依存することを明らかにした。ASD患者の脳内ネットワークの変化は、発作

間のてんかん様波形の存在により、グラフ解析におけるクラスタリング係数が増加し、「正常化」

される可能性があり、その効果が許容範囲を超えると、かえって自閉症の症状を悪化させてしま

う可能性を世界で初めて示唆した（Hirosawa et al., 2021）。覚醒時に明確な発作を伴わない高

機能 ASD では、てんかん波形が認められても、積極的な治療を行うべきではないことを示してい

る。 

●ASD と定型発達の聴覚情報処理についての MEG 研究： 聴覚刺激は、子供が刺激に特に注意を

向けていなくても脳の反応を引き出すことができるため、注意を制御するのが難しい幼児にも実

施しやすい事から数多くの研究がなされてきた。しかし、過去の研究は一定せず混沌としていた。

その原因は、刺激方法（音声か純音）や、対象の年齢や知的障害の有無など、交絡因子が多いこ

とであった。金沢大学では主に３－１０歳という絞られた年齢帯で、音声あるいは純音を用いて、

知的障害のない ASDを対象に、一定の結論を導き出した。 

小児を対象とした MEG 研究において、再現性のある電気生理学的所見は、聴覚刺激に対する M50

および M100 の反応である。 M50 は、聴覚誘発磁場（Auditory Evoked Field; AEF）の最も初期の

皮質成分で、1～10 歳の子供たちの顕著な成分である。M50 や M100 の主な磁場源は、聴覚皮質と

連合野であり、これらの脳領域は、解剖学的および機能的に言語領域と関連している。したがっ

て、多くの AEF 研究は、ASDの子供たちの言語習得や感覚の過敏に関連して報告されている。金沢

大学は、本 COI研究において、就学前の ASDの子どもたちを調査し、「ね」という音声が誘発する

M50 の反応の大きさが、典型的な発達の子どもたちに比べ、左半球への側性化の程度が乏しいこと

を報告した(Yoshimura, Kikuchi et al. 2013)。「ね」という音韻は、呼びかけ（間投詞）や共感

や同意の要求を伝える終助詞として、早期から母子コミュニケーションで多く用いられ、日本語

において社会的情報を伝達する音韻である。それゆえに、この音韻そのものが、ASDと典型的な発

達における違いを明らかにし得る聴覚刺激として貢献している可能性がある。それを裏付けるよ

うに、人工的な音（純音）に対する脳の反応については、ASDの子どもたちと典型的な発達の子ど

もたちでは、このような側性化に有意な違いはみられなかった(Yoshimura, Ikeda et al. 2021)。

そして、M50について詳細に調べていくと、M50の立ち上がりにおける左右の脳の同調性が ASD児

達は乏しいことも報告し(Kurita, Kikuchi et al. 2016)、M50のピークの左右同調性の低さは、

ASD の多動傾向とも関連することを報告した(Yoshimura, Kikuchi et al. 2016)。さらに金沢大

学では、COI研究において、この社会的音声「ね」に対するＭ５０成分の発達について生後３カ月

から１０歳まで幅広く調査し報告してきた。2〜10 歳の子どもを対象にした横断研究（経時的な

調査）においては典型的な発達の子どもたちでは、約 66か月で M50の振幅が最大に達する逆 U字

型の発達を示す一方、ASD の子どもたちは同じような成長パターンを示さないことを報告してい

る(Yoshimura, Kikuchi et al. 2016)。また、この子どもに顕著な成分である M50は、生後、間

もなくから観察可能な成分であり、生後 3 か月から幼児期に向けて発達することを縦断研究で詳

細に報告した(Yoshimura, Hasegawa et al. 2020)。 

●ASD の言語発達についての MEG 研究：言語習得に様々なバリエーションを伴う ASD において、

意図共有の脳内基盤の発達と、言語概念獲得の発達がリンクしていることを COI研究の中で、我々

は報告した。その成果は、マイケルトマセロらがチョムスキーの生成文法論に反論を展開し、「注
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意と意図を共有しながら、言葉の概念や、文法を身につけている」という仮説を支持する結果で

あった。つまり、言語は生まれながらに備わっているのではなく、お互いに意図共有しながら、

獲得されていくという説をサポートしている。 

以下に、我々の一連の研究成果を述べる。まず、COI以前の我々の成果として、「ね」という人

の声に対する脳の反応は、就学前期の典型的な発達の子どもでは、左半球の反応が大きく、反応

が速く起こるほど、言語能力が高いことが示された(Yoshimura, Kikuchi et al. 2012)。この言

語能力とは、K-ABC という認知機能検査の下位検査「なぞなぞ」に反映されるような、言語の概念

的推論能力を指す。この「なぞなぞ」課題では、検査者によって与えられたいくつかの単語（キ

ーワード）から意味的に連想される単語を音声で回答することが求められ、言語理解能力と表出

能力、それぞれだけでなく、それらを統合した言語処理を必要とする。そのため、特に人の声の

処理における M50 の反応の大きさや速さが、典型的な言語発達における概念形成に関連する脳領

域の成熟を反映していることを示唆している。一方、同年齢の ASD 児では、このような関係はみ

られなかった。さらに、COI 研究で我々が確かめた結果、人工的な音（純音）に対する M50の反応

は、典型的な発達と知的発達の遅れのない ASDでは、反対の傾向を示していた。つまり、ASD児の

音に対する脳反応（M50）の速さは、典型的な発達の子どもたちに比べてむしろ早く ASD児におい

てはこのように潜時が短いことと言語能力（言語の概念的推論能力）の高さに関連がみられた

(Yoshimura, Ikeda et al. 2021)。刺激に対する誘発反応の振幅及び潜時の遅延あるいは短縮の

背景には、脳神経細胞の成熟、すなわちミエリネーションの成熟具合が反映している事を考慮す

ると、ASDにおいては、乳幼児期からの言語習得に活用される脳のリソースが、典型的な発達の子

どもたちとは異なっていることが考えられた。一般的な知能と、音声に対する脳の反応の関係に

ついても、金沢大学 COI研究で報告した。3～8歳の典型的な発達の子どもにおいて、前述の「ね」

という声に対して誘発される聴覚野における周波数成分に注目し、右半球に誘発されるガンマ波

のパワーが大きいほど、知的機能が高いことが報告された(An, Hasegawa et al. 2020)。ガンマ

活動は神経間のコミュニケーションを反映し、注意や認知のメカニズムに関与することが知られ

ており、この結果は、ガンマ波の誘発反応が認知機能の指標になり得ることを示している。 

電気的ミスマッチ陰性（MMN）とその MEG 版であるミスマッチフィールド（MMF）は、聴覚弁別

能力の評価において、よく用いられる方法である。 MMN / MMFは、刺激に注意を向けていなくて

も誘発される反応であり、刺激の変化を自動的に検出する能力の神経生理学的指標として使用さ

れている。非典型的な MMN / MMFの反応は、ASDを含む発達の遅れや言語障害のある集団におい

て数多く報告されている。ASD の子どもたちを対象とした研究では、トーンや母音の変化によって

引き起こされる MMF の潜時が、典型的な発達の子どもたちと比較して遅延することが報告されて

いる。金沢大学では、3〜5歳の典型的な発達の子どもと ASDの子どもを対象に、平坦な「ね」（標

準刺激）と呼びかけるような抑揚のある「ね」（逸脱刺激）を用いて MMFを比較した研究から、ASD

の子どもは、典型的な発達の子どもたちよりも左上側頭回の MMF の反応の大きさが有意に小さい

ことを報告している。さらに、言語発達において発話の開始時期に遅れがあった ASD 児と発話開

始に遅れのない ASD 児に分けて分析したところ、発話開始時期に遅れのあった ASD 児のグループ

だけが、左前頭皮質（すなわち、眼窩部、刺激の変化に対する注意の切り替えを反映していると

いわれる）において、MMFの反応が増加していることを報告した(Yoshimura, Kikuchi et al. 2017)。

言語能力（前述の言語の概念的推論能力）との関連をみてみると、ASDの子どもたちでは、左眼窩

部の MMF 振幅と言語能力の間に有意な負の相関があった。すなわち、人の声の抑揚に対する左前

頭皮質の脳の反応（MMF)が大きいほど、言語能力は低く、言語獲得に困難のある ASD 児は、刺激

の変化に対して注意の切り替えに関する脳活動が過剰に活性化していることが考えられる。これ

らの調査結果は、ASD の言語発達に関連する脳機能成熟の多様性の一つを捉えて指標化したもの

と考えられる。MMF などの客観的指標を使用して、幼児の多様な ASD 症状や言語発達に関わる脳

の特徴を解明することは、幼児期からの効果的な介入を選択、提供するための重要な手がかりと

なる。 

●ASDの脳内ネットワークとさまざまな表現型についての MEG研究： ASDは特定の脳部位の障害

というよりも、脳内のネットワークの障害であると考えられている。成人においてはｆMRIで検証

されてきたが、幼児においてはこれまで研究が乏しかった。金沢大学が COI の研究として幼児用
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MEG を用いて、ネットワークの異常について、世界に先駆けて報告を行ってきた。ASDの認知機能

の特性と関連したネットワークの特徴も報告してきた。 

自発的な脳活動は、脳内ネットワーク形成やシナプス形成などの発達期の脳の成熟を反映して

いると見なされ、発達期の神経成熟における脳ネットワークの異常は ASD の病態生理に関連して

いると考えられる。金沢大学では高い時間分解能を利点とする MEG を用いて ASD の子どもたちの

自発的な脳活動の調査を COI研究で実施してきた(Kikuchi, Shitamichi et al. 2013, Kikuchi, 

Yoshimura et al. 2013, Hiraishi, Kikuchi et al. 2014, Kikuchi, Yoshimura et al. 2015)。

小児専用の MEG システムを使用したセンサレベルのコヒーレンス解析の研究から、ASD の 3 歳か

ら 7 歳の子どもの自発活動において、シータ振動を介した長距離のセンサ間のコネクティビティ

が大幅に減少していることを報告した。また、このコネクティビティの低下は、ASDの子どもたち

の臨床的重症度（社会性の低さ）と有意に相関していた(Kikuchi, Yoshimura et al. 2015)。さ

らに、別のセンサレベルの研究で、3 歳から 7 歳の ASD 児では、ガンマ帯域の律動を介した頭頂

部および側頭部の相当するセンサの間のコネクティビティの側性化に違いがあることを報告して

いる(Kikuchi, Shitamichi et al. 2013)。さらには、ガンマ帯域の右優位のコネクティビティの

強さは、5 歳から 7 歳の ASD 児において、視覚的推論課題の能力の高さと関連していることがわ

かった(Takesaki, Kikuchi et al. 2016)。以上の結果からは、典型的な発達の子どもたちと比

べ、ASDの子どもは本質的に異なる脳内のネットワーク構造を持っており、これは、社会的能力の

低下に関連するが、視覚的タスクの能力など他の認知機能に貢献している事を示した。 

また、脳全体のネットワークについて、グラフ理論をつかって表現することで、包括的な特徴

指数を得ることができる。ASD幼児の脳ネットワーク特性を周波数ごとに解析したところ、ASD幼

児では、遅い周波数(delta)ではスモールワールド性が低く、早い周波数（Gamma）ではスモール

ワールド性が高いことが示された(Takahashi, Yamanishi et al. 2017)。さらに、ASD幼児が何

も見ていない安静状態の、真の安静覚醒時のネットワーク解析を世界で初めて実施し、真の安静

閉瞼状態ではべータ帯域におけるスモールワールド性が低く、そのスモールワールド性の低下は、

社会性の障害と関係していることを報告した（Soma D et al. 2021) 

●ASD の身体的運動に関連した MEG 研究：軽度の強調運動障害は ASD の中核症状とすべきである

という意見が昔より存在していた。金沢大学では、運動中の脳活動が最も ASD の診断精度を高く

する（８８％以上）ことを報告し、運動機能の障害が ASD の病態メカニズムの一部を担っている

可能性を強く示した。 

皮質の活性化による特定の周波数律動の増強は、事象関連同期（ Event-Related 

Synchronization, ERS）と呼ばれ、減衰は、事象関連非同期（Event-Related Desynchronization, 

ERD）と呼ばれる。金沢大学は 5歳から 7歳の ASD幼児において、運動関連のガンマ律動のパワー

がコントロールの子どもたちよりも有意に低いことを報告している (An, Ikeda et al. 2018)。

このような皮質律動の異常（コントロール群と比較した際の違い）は、ASDの病態生理学の 1つの

側面である、皮質の興奮性と抑制のバランスの不均衡を反映していると考えられている。さらに、

運動時の脳活動が引き起こす電気的振動に対して、Phase Amplitude Coupling という新しい生理

学的指標を使用することで ASD児の診断を精度 88.6%になることを、COI若手デジタルでのバーミ

ンガム大学との共同研究で報告した(An, Ikeda et al. 2021)。 

●エントロピー解析をつかった MEG 研究：非線形解析をもちいて、線形的なアプロ―チでは抽出

できない脳活動のふるまいを定量化した。本解析法は多時間軸での解析を可能にするため、より

幅広い神経ネットワークダイナミクスの抽出を可能にした。金沢大学は複雑性について、オリジ

ナル性の高い研究を COI で実施し、成果を出してきた。マルチスケールエントロピー解析を用い

て複雑な非線形的変動の変化についての情報抽出を試みた。その結果、自閉症幼児の社会性に関

係した脳の非線形的ダイナミクスを検出した(Takahashi, Yoshimura et al. 2016)。より、基礎

的な研究も実施した。0～３歳における脳活動の発達について、幼児用 MEGを用いて、縦断的に行

い、複雑性のふるまいの成長の変化を詳細に報告した(Hasegawa, Takahashi et al. 2018)。ま

た、新規の挑戦的な試みとして、脳部位間の位相同調性のダイナミクスについて、複雑性解析を

もちいて表現し、脳活動の新規解析方法 dynamical phase synchronization approachを提案した

(Nobukawa, Kikuchi et al. 2019)。 
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●MEG親子同時測定を用いた試み：世界で唯一、金沢にある親子同時 MEG測定システムにより、リ

アルタイムでお互いに顔を見つめあいながら親子の脳活動が測定できるようになり、自然なコミ

ュニケーション中の脳活動が測定可能になった。自然なコミュニケーションについては、科学の

実証実験のために同じ状況を忠実に再現できない、コントロール困難な実験である。それでも ASD

の病態メカニズムをより深く理解するためには、重要であると考え本 COIで挑戦してきた。 

ASD 児と養育者の相互的コミュニケーションに着目し、親子で見つめ合っている時の脳活動を記

録することによって、親子間のコミュニケーションの特徴を脳活動のレベルで捉えた。その結果、

社会性に相関する脳活動（ミューサプレッション）を同定した。さらに母親の脳内で、より子ど

ものこころを理解しようとするメカニズムが働いているほど、母が子供に追随する行動が現れる

事が示された(Hasegawa, Ikeda et al. 2016)。もう一つ、子供の脳活動しかとらえていないもの

の、同時測定につながる探索的研究として、定型発達における母親あるいは他人の読み聞かせに

対する子どもの脳反応特性を調べた(Hasegawa, Takahashi et al. 2021)。その結果、母親の読み

聞かせ聴取時には、他人条件に比べて、ノードデグリーで示されるアルファ帯域の脳内ネットワ

ークの強度が脳全域において強くなっていることが明らかにした。また、母親の読み聞かせ聴取

時のアルファ帯域の全脳ネットワークは、高いスモールワールド性を示し、効率の良いネットワ

ーク構造であることを報告した。注意がより保たれている子どもほど、脳内のスモールワールド

性が高まっている、すなわち、より効率的なネットワーク構造があることを突き止めた。 

●幼児用 MEG のハードウェア開発：幼児用 MEG の利便性を高めるための機器開発やアルゴリズム

開発は企業を中心に実施してきた。 

（株式会社リコー） 光学的な顔画像から推定された頭部位置を MEG センサに対する実測の頭部

位置へ対応づける方法を開発した。開発した位置補正手法により、誘発反応の信号源推定位置の

誤差が 5.2mm以下に抑えられた。計算上は頭部位置が最大限振られても、実用的な精度で脳磁デ

ータを補正できる。 

（株式会社 PFU） 幼児にやさしい、覚醒下静音高速（３２秒）MRI撮像から、高解像度画像の推

定アルゴリズムを検証中。深層学習の一つである GAN を利用して、成人の高速 MRI 脳画像データ

でシグナルの改善がはかれることを確認し、学童の MRI 脳画像データで、同様の検証結果が得ら

れた。 

（金沢工業大学・金沢大学）人工内耳装用者用脳磁計に必要な数の感度極限センサを試作し、シ

ステム全体としての評価を行い、シドニーのマッコーリー大学に納入しメインテナンスを実施。

他にも、ULF-fMRI（超低磁場機能的核磁気共鳴画像）の撮影シーケンスとして、神経活動（電流）

による磁場修飾部位のみを抽出するパルスシーケンスを提案し、計算機シミュレーションを用い

てその妥当性を検討した。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

COI 終了後も、株式会社リコーと金沢大学が、JSTの共創の場形成支援プログラム等の競争的研

究に応募し、特定の自治体（例：石川県加賀市）と協力し研究を継続する。幼児の自閉症の特徴

に対応する生物学的指標を確立し、自閉症の生物学的理解を加速するとともに、診断補助機器と

しての世界的なプレゼンスを高める。さらには介入の有効性を特定の自治体で実証していく。そ

れにより、幼児用 MEG の需要を創出し、海外だけでなく、国内の多施設間で研究を加速してい

く。うまく進む場合には、幼児用 MEG として医療機器申請を実施する。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

我々の成果は、言語学の分野においてはマイケルトマセロらの「注意と意図を共有しながら、言

葉の概念や、文法を身に着けている」という比較的新しい仮説を支持した。つまり、チョムスキ

ーらが長年指摘してきたように、言語は生まれながらに備わっているのではなく、お互いに意図

共有する生活体験を重ねながら、獲得されていくという説をサポートしている。 

本 COI 研究を通して、幼児用 MEG による幼児脳研究という新規の研究分野が生まれ、国際共同研

究拠点のネットワークの形成がなされた（ペンシルバニア大学、マッコーリー大学、バーミンガ
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ム大学、韓国標準科学研究院）。この流れのなかで、特にリコー社製の幼児用 MEGの国際的な価値

を高めている論文成果を報告してきた。 

 

➁ マーケティング・試験的な取組 

（試験的な取り組み）光ポンピング磁力（OPM）センサを使って、脳磁図の測定システムを試験的

に検証中である。従来の超電導センサに近い計測データがえられている。故障が多い事も判明（4

つのうち２つが故障歴あり）した。故障しやすいという OPM センサの欠点が克服されれば、次世

代の全年齢対応 MEG センサとして、低コストで MEG システムが構築できる可能性があると期待さ

れた。その時には、初期投資コストや維持コストが大幅に下がり、全国に配置されている MEG シ

ステムの後継機種となる可能性が考えられる。また、現在の診療報酬体系でも病院への普及が現

実的になる。 

 

③ 研究開発成果の多様な展開の状況 

当初想定していない研究成果として、若手研究から始まった低出生体重児の認知・生理学的特

徴の研究が挙げられる。日本においては、2500g未満で産まれる低出生体重児、37週未満で生ま

れる早産児は、およそ 10%程度と先進国の中でも高い割合を占めており、無視できない問題にな

っている。低出生体重で生まれた子どもの 10%-20%に発達障害が合併することが報告されている

が、そのメカニズムについては不明であった。現在進めている我々の研究により脳および表現型

の特徴が見えつつある。当研究を継続することにより、低出生体重児の脆弱性を解明し、家族支

援を含めたヘルスケアを検討し、社会に貢献したい。主な研究成果は下記である。 

(成果１：論文）若手連携研究ファンドから開始した多施

設連携研究により、1歳半の低出生体重児を対象としたア

クチグラフ（睡眠計）による睡眠の特徴と発達の関連で

は、起床時刻のばらつきが小さいほど発達指数が高いこと

が示された。睡眠制御のシステムが正常に機能していると

寝起きの時刻が安定することが知られているが、発達過程

において脳幹・視床下部だけでなく大脳も睡眠を制御する

可能性が示唆された。 

(成果２、非公開：執筆中） 

(成果３、非公開：執筆中）  

(成果４、非公開：解析中） 

(成果５、非公開：解析中） 

(成果６、非公開：解析中） 
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4.2.5 研究開発テーマ５：集団におけるコミュニケーションの質の可視化と活性化 

テーマリーダー（氏名、所属、役職） ： 八木 健、大阪大学大学院生命機能研究科、教授 

谷池雅子、大阪大学大学院連合小児発達学研究科 教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）： 吉村優子、金沢大学人間社会研究域学校教育系、准教授 

合田徳夫、株式会社日立製作所 公共システム事業部、 

主任技師 

研究開発実施期間： 平成 25年度～令和 3年度 

参画機関： 大阪大学大学院生命機能研究科 

大阪大学大学院連合小児発達学研究科 

大阪大学大学院医学系研究科 

金沢大学 子どものこころの発達研究センター 

同志社大学、北海道大学、北海道教育大学 

神戸大学、中京大学、追手門学院大学 

株式会社日立製作所 

 
4.2.5.1 ➄-a：子どもの社会性を育むノウハウの醸成 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

健全な脳の発育のためには、「神経多様性（Neuro diversity）」を考慮せねばならない。個々の

神経発達の多様性を理解した上で、あらゆる子どもたちが身体的にも、精神的にも健康に暮らせ

る社会を作る。デバイスの利用によって、集団生活の中で困難を抱えている神経発達症の子ども

たちが早期に発見され、適切な介入につながると考えられる。また、適切な介入を受けたときの

効果を客観的で即時に知ることで、介入法を子どもに合わせてテーラーメイドできるシステムが

求められる。本テーマでは、ビジネス顕微鏡(BMS)を利用しながらソーシャルスキルトレーニング

（SST）やティーチャートレーニングを実施することで、子どもの社会性を育むためのノウハウの

確立を目指した。ASD児はソーシャルスキルの学習や実行に困難を抱えることが知られている。し

かし、ソーシャルスキルの不足による集団参加の困難さや集団参加場面でのトラブルはまだ見逃

されることも多い。デバイスを用いることで、仲間関係などでの困難を早期に発見することが求

められる。ソーシャルスキルの不足に対する介入としては SST など、ソーシャルスキルを促進さ

せる取り組みが行われているが、どのような要因がスキルの向上に役立っているのかという点は

十分に検討されていない。ソーシャルスキルの向上に寄与する要因を他者とのコミュニケーショ

ンの量と質を測定できる BMS を用い明らかにすることで、子どもたちの発達の多様性に応じた支

援法の確立を目指した。 

また、COVID-19の感染拡大下において、これまで通り対面して SSTを実施することが難しくな

った。そのため、遠隔でも同様にソーシャルスキルを育めるような方法の確立が必要となる。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

 SST は障害のある子どもの療育機関である放課後デイサービスなどで実施されることが増加し

ているが、その効果の検証は十分になされていない。また放課後デイサービスのスタッフは、言

語療法士や作業療法士、臨床/公認心理師などの専門的知識をもったスタッフも多いが、保育士や

学生アルバイトなども多く、そのトレーニングが求められる。子どもの変化やスタッフ自身の働

きかけを客観的に捉える手法として代替となる製品もなく有用である。対象となるような放課後

デイサービスの事業所は全国に 14,809 箇所。また支援学級の情緒障害クラスは 9,062 か所ある。 

 想定する製品としては、療育機関や特別支援教育の場面において、BMSを装着することにより、

子どもとスタッフ/教員との関わりを数値化・視覚化することにより、子どもの対人的な関わりの

特徴や変化、スタッフ/教員の支援の質や量を捉えることを可能にするものである。 

 オンライン会議システムを利用した SST についてはまだ研究中であるが、福井大学においても

実施するなど利用の場を広げている。 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

対面型 SST：子どもとスタッフ/教員との関わりを数値化・視覚化することにより、子どもの対

人的な変化やスタッフ/教員の支援の質や量を捉えることを可能にするためには、有用な指標を作

成する必要がある。すでに得られた情報のデータ解析を進め、BMSデータのうち、社会性の指標と

して用いる、または社会性スキル改善に結び付く指標として用いることができる指標を作成する。

オンライン会議システムを利用した SST：オンライン会議システムを利用した SSTを 30名に実施

し、効果を検証する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

 対面型 SST：大阪大学医学部附属病院内に通う ASD 児に対してグループでの SST を実施した。

その際、参加者全員に BMS を着用してもらった。ASD 児特有の感覚の問題や SST への参加の難し

さなどにより、54 名（11 グループ）のデータを収集したが、利用できるデータは 30 名分であっ

た。パイロット的に子どもたちに自由遊びをしてもらっている場面での対面時間とソーシャルス

キル尺度の改善度合いを検討した結果、子ども同士の対面時間が多いほど、ソーシャルスキルの

改善度合いが高かった。このことから、子ども同士の対面時間は指標の一つとなりうる可能性が

ある。オンライン会議システムを利用した SST：現在 15 名の参加者があり、1 名はデータに欠損

があったが、その他 14名のデータを得た。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

対面型 SST： 最も大きな点として、BMSにかかる費用の捻出が考えられる。福祉現場では、ス

タッフの低賃金などが問題となっているように、予算が得られづらい。BMSのような新しいシステ

ムの導入は利用者の側に負担になることがある。BMSを用いたコンサルテーションとして、自治体

に提案していくことも考えられるが、今回の研究からわかった子どもの社会性をのばすための集

団運営の在り方を発信し、社会貢献することも重要であると考えられる。 

 オンライン会議システムを利用した SST： オンライン会議システムを用いた SST の有効性と

限界を明らかにするために、データの取得を続け、統計的分析を実施し、効果の検証を行う予定

である。 

 

（6）その他の特記事項 

➀ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

対面型 SST：全 10回からなる SST において、ビジネス顕微鏡を子ども・スタッフが着用し、対

面量や活動量を計測した。また、SSTプログラム開始前と SSTプログラム終了後において、子ど

ものソーシャルスキルを測定できるソーシャルスキル尺度（SS尺度）と子どもの問題行動を測

定できる子どもの行動チェックリスト（CBCL）という２つの質問紙に記入してもらった。 

(1)ASD 児の SST で BMSを用いた２事例につ

いて、BMSを用い対面量を計測することの有

用性について報告した。SST を実施中の子ど

もの自由遊び場面での対面量を SST1 回目と

9回目で比較した（図 4.2.5.1-1）。子どもの

関わりを視覚化・数量化し把握できるという

強みと、それらが日常のソーシャルスキルの

向上を反映している可能性について述べた。

また、臨床的に用いるためには ASD児の SST

における対面量の増加や減少の意味するとこ

ろがまだ明らかではないことなどがあると考

えた(Yamamoto et al,2021) 

(2)ASD児の SSTにおいて、効果のあった群（35

名）と効果のなかった群（5 名）を比較し、効

果の得られづらい群では、CBCL における子どもの独特な思考などを示す思考に関する問題行動が
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多いことを報告した（山本ら，2017 第 59 回小児神経学会報告）。子どものもつ特性によってプ

ログラムの有効性が異なる可能性がある。 

⑶ASD児の SSTでビジネス顕微鏡を着用してもらい、対面量と SST前後での SS尺度の変化の関連

を検討した。対面量については、相手がスタッフであるときの対面量と、子どもであるときの対

面量にわけて検討した（図 4.2.5.1-2）。結果、子ど

もとの総対面時間および SST前期（1回目～3回目）

から後期（7 回目～8 回目）にかけての対面時間の

変化と SS 尺度の中の仲間関係スキルという下位尺

度において関連が見られていた（山本ら，2017 小

児保健協会学術集会報告）。仲間関係スキルの向上

は、BMSの子ども同士の対面時間との関連があると

考えられる。 

⑷SST の座学の時間において、活動量が 0Hz であった時間は、CBCL の注意の問題が多い子ほど少

ない傾向が見られていた（未報告）。ただし、5名の結果であること、計測場面の統制を行ってい

ないことから、今後検討が求められる。 

 これらのことより、ASDを含む神経発達症の子どもたちへの支援プログラムの際に、BMSを用い

ることの有用性が一定程度示されたと考えられる。有用な指標としては、集団活動に従事してい

る際の対面量が考えられる。特に、ソーシャルスキルの向上については、子ども同士の対面量と

の関連があった。一方、授業場面など座学の時間における分析は十分でないため、今後の検討課

題である。 

 

② 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

 対面型 SST：これまで多くの SST プログラムの効果検証が行われ、一定の効果が報告されてき

ていた。一方、その中での子ども同士の関わりやスタッフからの働きかけなど、視覚化・明文化

されづらいものを検討し、利用していくことが難しかった。そのため BMS を利用し、効果的な介

入を行うことを考えた。大阪大学医学部附属病院の倫理審査委員会の承認を得て行った。 

 オンライン会議システムを利用した SST： 2019 年に始まったコロナ禍において、これまで行

ってきた対面型のスキル学習には、感染リスクが伴うこととなった。特に、発達に課題をもつ子

どもでは、マスクの着用の難しい子どもやソーシャルディスタンスの難しさなどがあり、従来型

の対面からの転換が急に求められることとなった。そのため、オンライン会議システムを利用し

た SST を行い、感染リスクを最小限にした形でのスキル学習プログラムの作成を行った。大阪大

学医学部附属病院の倫理審査委員会の承認を得て行った。 

 

③ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

自閉スペクトラム症（ASD）を含む神経発達症は、報告によって様々ではあるものの、10人～15

人に一人とも言われている。 

平成 24 年に文部科学省が行った調査では、通常学級に所属する知的な遅れがない小中学生のう

ち、約 6.5％に発達障がい（神経発達症）の可能性があり、これは当時の人口統計からは約 65万

人にあたる。支援学級や特別支援学校に所属する、より重度の子どもたちをあわせると、さらに

多くの子どもたちが発達の困難をかかえていることとなる。 

BMS を用いた神経発達症の子どもたちの支援が可能となると、➀学級の中で特性に気づかれず集

団参加しづらい子どもを見出すことができる、➁療育的介入が行われた際に 

また、神経発達症の人の人材活用がうまくいかないことの経済損失は 2.3兆円とも試算され、神

経発達症の人々の社会適応を促していくことの社会的意義は大きい。 
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4.2.5.2 ➄-b：特別支援学校におけるコミュニケーションの改善 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

（テーマ概要） 

本テーマの目的は、知的障害があり言語・コミュニケーションに困難のある児童生徒が在籍する

特別支援学校において児童生徒及び教師を対象に、ビジネス顕微鏡を用いたコミュニケーション

の可視化に取り組むことにより、児童生徒の実態把握の効率化の可能性を検討し、効果的なコミ

ュニケーション支援・指導法を提案することである。この目的のため、特別支援学校に在籍する

児童生徒及び教師の授業中や休み時間の活動量や対面の状況を可視化し、効率的な介入方法につ

いてアブダクションを実施する。 

（拠点ビジョンとの関係） 

本研究は、言語コミュニケーションに困難のある子どもたちの行動を、従来の主観的方法のみで

なく、定量的に評価することを通して、双方を手掛かりに子どもの発達段階や行動の特徴を捉え

ようとするものである。さらに、知的障害のある児童生徒が、潜在的な能力を発揮しながら、社

会の中でたくましく生きていくための力を身につけることを支援するため、効果的なコミュニケ

ーション支援法・指導法を検討する。この取り組みは、一人ひとりが持っている潜在力を引き出

し、顕在化させ、活動を通して、前向きに困難に立ち向かって、豊かで充実した社会生活を送る

ことができる日本人を増やしていく、という拠点ビジョンに寄与するものである。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

After／With コロナ時代においては、人々の他者とのコミュニケーションの取り方が大きく変容

している。従来の音声言語による対面コミュニケーションからオンライン非対面、ソーシャルデ

ィスタンシングを保ったコミュニケーションが増えている。この変化に伴い、コミュニケーショ

ンの評価と対面情報に依らない体動の同調性についても解析できる製品を開発する。これにより、

教育分野において、言語・コミュニケーションに困難のある児童生徒の音声による会話以外のコ

ミュニケーション手段についても敏感に抽出し、分析することができる。また、学校内で感染者

が出た場合、感染者のコミュニケーションデータから、過去に遡って濃厚接触者を特定できる。

特に、知的障害のある子どもたちは、自分のコミュニケーションの記憶や実態を正確に伝達でき

ない場合があるため、データを参照することでサポートできる。特別支援学校などでは、濃厚接

触者を特定する特に重要なデータになる。 

平成 30 年 6 月の文部科学省初等中等教育局特別支援教育課の報告では、特別支援学校は、1135

校、知的障害のある児童生徒が在籍する特別支援学校においては、553校であり、特別支援学校に

在籍する児童生徒は 141,922 人（知的、盲、ろう、肢体のすべての障害を含む）である。効果的

な支援法、指導法の効果検証や実践報告を通して、令和 3 年 4 月以降、複数の支援学校で実証研

究を実施する。 

従来、特別支援学校における児童生徒の実態把握、授業実践、コミュニケーション支援等の効果

検証については、動画撮影による振り返りや教師による定性的評価によって実施されている。知

的障害のある子ども達の行動や言動の解釈や変化の検出においては、教員経験や子どもとの関係

性等を基にした教師の主体的解釈に依存し、教師のかかわり方の効果を検証することが難しい場

合がある。そこで、従来の授業場面の定性的分析に加え、対象授業に関する客観的で定量化され

たデータを導入し、分析や検討を行うことで、児童生徒や教師の行動を客観的に捉え、より観点

が焦点化されて建設的な授業分析が行える可能性がある。現在、特別支援教育の分野からの報告

では、活動中の運動量の評価（Sit et al., 2019; Int J Environ Res Public Health）、自閉ス

ペクトラム症児に見られる常同行動の評価（Amiri et al., 2017. Healthcare (Basel) ）におい

て加速度計が用いられているが、どちらも個々の活動量を評価するために使用されており、複数

人でのコミュニケーションやネットワークは捉えられていない。特別支援教育専用のシステムで

もない。ビジネス顕微鏡では、赤外線センサと加速度計のデータから集団コミュニケーションを

可視化できるという特徴があり、集団活動を可視化できるという優位性がある。 
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（3）研究開発期間終了時の達成目標 

令和 3 年 3 月において、ビジネス顕微鏡を用いた児童と教師の様々な場面でのデータ収集を通し

て、特別支援学校の教師と児童生徒のコミュニケーション、児童生徒同士のコミュニケーション

の実態把握を行う際の有効性、活動場面の客観的評価の有効性について検証した結果を公表し、

令和 3年 4月以降、複数の特別支援学校に導入されていくことを目標とする。 

（達成目標） 

・特別支援学校での教師と生徒間、生徒同士のコミュニケーションの実態把握及び活動場面の客

観的評価の有効性について、検証結果の発表：学会発表と論文化（3本論文化、4件の口頭発表） 

・文部科学省研究開発学校制度研究課題（令和 3-6 年度採択）にて、特別支援学校の国語科学習

評価法としてビジネス顕微鏡を用いた検討を行い、特別支援教育における活用法を提案する。 

日立製作所の Lumada ソリューションのメニューとして 2022 年度末までに社会実装する。提供

するサービスは以下の通り。 

１）計測対象に応じて、コミュニケーションを定義 

２）計測対象に応じたセンサなど計測機器を選択 

３）複数数センサや画像などを連携させたシステムをデザインし、ニーズに応じて最適化 

４）コミュニケーションネットワークの分析に GMNモデルを適用 

現時点では教育とスポーツに限定しているが、医療や人間工学など適用領域を広げる。また、

海外でも日本と同様の社会問題があると聞いており、海外展開を行うことで 2030 年度までに年

間 10億円の売り上げを目指す。 

既存のコミュニケーション分析ソリューションは、会話内容や加速度センサの分析だけにとどま

っている。ただし、本研究の成果によるソリューションは、コミュニケーションネットワークの

構造分析に特長があり、ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも適用可能で

ある。実際、「体の動き＝体部位の集団」と見なすことで、人の動作分析にも有効であることを確

認している。 

 

（4）主な成果と達成状況 

【児童生徒の実態把握及び活動場面の客観的評価の有効性について】 

〇身体リズムを用いた授業分析 

【目的】教師と児童生徒における個体内あるいは個体間で起こるリズムの共有やその同期が、教

師及び子どもの内的活動や、行動の変容に関連するかどうかを調べる。活動に従事する際の教師

と児童生徒の双方の身体リズム及びその縦断的な変化に着目し、子どもの変化と子どもと教師の

相互的な変化を検討した。 

【方法】授業場面は小学部高学年クラス（5年生：3名、6年生：3名の複式学級）で取り組んだ、

「祭り」を題材とした生活単元学習とした。本研究では、「神輿の準備場面」に焦点を当て、5回

分（9月 18日～10月 9日）の授業における児童 C及び教師 Bの身体リズムを計測した。 

【結果】 

教師 Bの身体リズムは、9 月 18日及び 10 月 1日に正規分布に近い様相を呈し、10 月 2 日と 6 日

にかけて、低い周波数帯の割合が増えている。一方、児童 Cの身体リズムは、10月 1日に低い周

波数帯の割合が顕著に高く、その後 10 月 2日・6日と低い周波数帯の割合が下がって 272Hz 付近

の周波数帯が上がっており、教師 Bと逆の傾向であった（図 4.2.5.2-1）。 
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神輿準備の一つの工程である、「飾り付け」場面での教師 B と児童 C の身体リズムの推移（図

4.2.5.2-2）を見てみると、10 月 1 日は児童 C の身体リズムは全体的に低い値で推移しており、

教師 Bは高い位置で上がったり下がったりしている。10月 6日になると、児童 Cの身体リズムは

全体的に高くなり、教師 Bには低い値の時間帯が見られるようになった。さらに、10月 1日は教

師 B の身体リズムが上下した時に児童 C の身体リズムも上下するといった同期的な傾向が見られ

る時間帯がある一方、10月 6日は教師 Bの身体リズムは下がって児童 Cの身体リズムは上がる傾

向も見て取れた。同時に取得した動画データから、児童が自分たちで神輿の準備をすることを期

待した 10 月 1 日の授業場面で、児童 C は、自ら準備に取りかかろうとする姿が見られた。しか

し、手順や仕方が分からず、教師の指示を受けてから行動したり、友達と教師が作業している様

子を窺ったりしている場面があった。10 月 6 日では、次の工程に必要な物を自ら持ってきたり、

手順表を読んでどのようにすればよいか確認しながら飾り付けたりする様子が確認された。また、

教師 Bについて、10月 1日は、待つことを意識して指導に臨んだが、児童の補助をしたり活動へ

の参加を促したり、あるいは場を盛り上げるような発言をしたりしてソワソワ動いて支援や指導

を行っていた。一方、10 月 2 日、6 日は、手順や仕方を示すことが減り、児童の活動を待ったり

見守ったりしている様子が見られた。今回の授業場面の観察では、授業を重ね、子供が課題に対

して自ら行動することができるようになったこと、また、教師が子供の主体性を促すために「待

つ」ことができるようになったことが、相互的な身体リズムの変化として見て取ることができた。

すなわち、授業を重ねた時、教師の身体リズムは低い周波数帯が増加し、高い周波数帯が増えた

子供の身体リズムの変化と逆傾向にあることがわかった（図 4.2.5.2-1）。また、子供が自ら課題

に対して行動できるようになった様子が図 4.2.5.2-2 から見て取れるように、教師の身体リズム

は低くなった一方で、子供の身体リズムが上がるといった特徴として確認することができた。こ

れらのことより子供の身体リズムと教師の身体リズムの相互的な変化に着目することは、授業場

面での子供の主体性を評価する際の客観的な指標となりうることを示唆している。 

 

〇重度知的障害者の課題従事行動の把握（図 4.2.5.2-3～8、非公開） 

【目的】自発的な話ことばを持たず、動作による要求表現も乏しい重度知的障害のある生徒に対

し、特定の課題学習場面における対象者の判別スキル獲得の過程と、その際に生じた身体の揺れ

の周波数を組み合わせて重度知的障害のある生徒の学習評価方法について検討した。 

 

〇絵本の読み聞かせ場面の身体リズムの分析 

特別支援学校小学部の児童を対象に絵本読み聞かせの場面でビジネス顕微鏡を用いた計測を実施

し、教師が評価した子どもの期待度やストーリーの理解度と児童生徒の身体リズムの関連を調査

した（図 4.2.5.2-9）。2 名の児童に対する絵本の読み聞かせ場面の縦断的データから、教師の評

価により児童が話の内容をつかみ始めたと感じた回（初回）、読み聞かせに対する反応が最も良か

ったと感じられた回（5 回目）、いくらか児童の反応に飽きが感じられた回（8 回目、最終回）に

ついて特に身体リズムの分布が変化することがわかった。また、教師による定性的評価で「児童

の物語への理解が進んだ」とされた回（３時間目）と「読み聞かせへの反応が最も良かった」と

された回（５時間目）には、隣に座っていた対象児 2名の身体リズムに有意な相関を認めた。 
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【児童生徒の実態把握と児童と教師、児童同士のコミュニケーションの分析】 

〇場面緘黙の改善過程の分析（図 4.2.5.2-10～15、非公開） 

【目的】場面緘黙症生徒の介入場面を特定場面（例えば教育相談室、クリニック）によらず学校

生活場面のみで実施し、場面緘黙者の興味、関心、意欲といった情意的側面における変容のアセ

スメントにビジネス顕微鏡を用いて行い、その介入効果と予後の般化について検討することを目

的とした。 

 

〇漢字テスト実施時の解答行動パターンの分析（図 4.2.5.2-16、非公開） 

 

（5）今後の課題と対応方針 

・名札型センサをビブスに付けたポケットに入れて計測する

際のデータへの影響や精度について検証する必要がある。今

回、小児や児童生徒を対象とした先行的な実践に基づき、安全

児童生徒の不快感を少しでも軽減するため、ビブスにポケッ

トを付け、その中にビジネス顕微鏡を入れて計測を実施した

（図 4.2.5.2-17）。ポケットの位置や体幹との隙間によって、

数値が変わることが考えられるため、その検証が必要である。 

・今回学習場面の評価方法における情意的側面の評価として

用いた身体の揺れの周波数の特徴は、現段階では一般化した

指標とはなってはいない。今後、知的障害のある児童生徒全般

に適用できる身体の揺れの周波数の一般化を確立することが

課題である。特別支援学校向けシステムを改良し、特別支援学校での児童への適切な支援が評価

できる仕組みを目指す。 

・社会実装に向けた本検討はテーマリーダーである吉村優子と COI メンバーとして研究に取り組

んだ特別支援学校教員（吉岡学教諭、宮本和輝教諭）を中心に実施したが、現場の教員が使用し、

日々の実践に活用していくためには、操作や解析が複雑であり教員にとって授業実践に有効とい

う実感を持ちにくい。この課題に取り組むため、2020 年度までに教育向け可視化システムの改良

を実施した。2021年度にはさらに多くの活動場面及び児童生徒における個々の身体リズムの特徴

について検証を重ねる、改良を実施したシステムの実証実験を実施する。どのような場面で何を

指標にすることが、児童生徒の実態把握に有効であるのかについて、論文や学会発表、研究会等

で周知し、現場の教員の使いやすさを追求する。 

 

（6）その他の特記事項 
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➀ 研究開発テーマの成果が社会・人に与えるインパクト 

教育現場において、児童生徒の授業参加の実態を把握し、指導方法や内容の検討に活用するため

には、授業整理会で授業者と参観者がそれぞれの気付きを基に話し合うこと、授業逐語記録やビ

デオ映像記録を定性的に分析することなどが従来行われてきた。このような質的記述は、教師が

授業の中で経験するその場の雰囲気や教師のかかわり方による子どもの変化を記録するために有

効な方法である。一方、知的障害のある子ども達の行動や言動の解釈や変化の検出においては、

子どもの表出手段の乏しさやコミュニケーションの問題、またその解釈の難しさから、教員経験

や子どもとの関係性等を基にした教師の主観的解釈に依存しがちである。そのため、教師の感じ

方や子どもの行動の解釈の違いから議論や支援の観点が定まらず、具体的な授業改善策を立てづ

らい場合がある。また、教師が児童生徒とのかかわりの中で経験する「雰囲気」とは、教師と児

童生徒の間に展開される微細な動きの相互作用であろうが、これを直接、あるいはその場の動画

データ等から観察することは難しい。ビジネス顕微鏡を特別支援教育の場で実装することにより、

教師と児童生徒の相互活動を、従来とは別の観点から捉えることが可能になれば、児童生徒の活

動への参加の実態を把握し、どのような変化が起こったかという支援の効果や学習の成果を新た

な側面から捉えることができる。日本では少子化がすすむ一方、平成 16年から比べ、特別支援学

校に在籍する児童生徒は 1.3倍、特別支援学級に在籍する児童は 2.1倍に増えている（平成 26年

5 月時点 文部科学省初等中等教育局 特別支援教育課資料より）。そのため、特別なニーズを持

つ子供たちの発達を促進し、社会を担う一員として育てていくためには、特別支援教育に携わる

教師の数だけでなく、専門性やスキル等教育の質の向上がますます求められ、この点に研究開発

テーマの成果は貢献すると考えられる。 

新しい社会としての Society5.0 では、従来の情報中心の社会で実施してきた教育とは違った観点

での教育が必要になる。児童生徒のより良い学びに向け、学校教育に携わる教員にとって専門性

や視野を広げる機会となる。発達段階や発達特性が個々に異なる児童生徒にとって、より公正に

個別最適化された学びが実現する。 

 

➁ 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

特別支援学校におけるビジネス顕微鏡を用いた実証実験を通して以下を明らかにした。 

１）教師のかかわりの有無と児童生徒の身体リズムの関連について１）関わりありの方が子ども

の加速度リズムは高くなるか、２）教師が積極的に関わる場面（元気タイムや体育）と教師が積

極的に関わらない時間（自由遊びや遊びの指導）で、加速度リズムに違いがあるか の点から検

証を行った。対象児 2 名の解析から、身体リズムの高さは教師のかかわりの有無によっては大き

な違いは見られず、かかわり方の違い（体を上下に振る動き、上半身の動きを伴う大きな足の動

き、立ち上がって移動する動きなどがあると、加速度リズムの数値が高くなる）が関連している

ことが示唆された。また、全体的に教師が積極的に関わる元気タイムや体育では、子どもの身体

リズムが高くなり、授業の内容や目的の違いが子どもの加速度リズムの数値に反映されることが

わかった。 

〇鈕 葉・吉村優子・宮本和輝・小林宏明「ビジネス顕微鏡を用いた特別支援学校の教育活動の

分析―教師との関わりの有無及び各教育場面間の比較」日本特殊教育学会第 59回大会口頭発表 

２）教科活動に取り組む中で、授業中の児童生徒及び教師の間の内的意図を反映すると考えられ

る身体リズムを捉えた。縦断的分析から、児童の身体リズムが「主体性」や「能動性」と関わって

おり、教師の身体リズムが「教師が主導した指導」や「生徒の能動性を引き出すため、意図的に

見守ることを意識した指導」を反映することが明らかになった。 

〇吉村優子・宮本和輝「知的障害特別支援学校における身体リズムを用いた授業分析の試み」金

沢大学附属教育実践支援センター教育実践研究第 45号 

３）重度知的障害のある児童生徒の活動従事中の身体リズムを評価することにより、生徒の学習

活動を認知的側面及び情意的側面から捉えられる可能性が示唆された。 

〇吉岡学「加速度計を用いた重度知的障害者の課題従事行動の把握」日本特殊教育学会 第 59 回

大会口頭発表 
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③ 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

本実証実験は、金沢大学人間社会研究域「人を対象とする研究」倫理指針に基づく審査によって

承認された研究プロトコルの範囲で実施した。本研究では、在籍する教職員と有効なインフォー

ムド・コンセントを取得することが難しい児童生徒を対象とするため、参加者本人の養育者に相

当する人物から書面によるインフォームド・コンセントを得ることができる例のみを対象として

研究を実施した。この際、同意が得られず研究に参加しなくても、被験者およびその親権者が不

利益を被ることは無いことを十分に説明した。ビジネス顕微鏡によるデータ取得そのものは非侵

襲的であり、実証実験の繰り返しの測定において、健康被害が生じた事例はなかった。実証研究

の途中に不調等で中止を訴えたものはいなかった。 

知的障害や感覚過敏のある児童生徒を対象に教育現場で活用するためには、首回りや動きに伴う

不快感を軽減する工夫が必要であり、スポーツ用のビブスにポケットを付けて着用する必要があ

った。また、機器に直接触れないようにする工夫として、スポーツ用のビブスの内側にポケット

を付け、その中にビジネス顕微鏡を入れて使用する必要があった。衛生を保つためには毎回使用

後にビジネス顕微鏡をクレードルに戻してからビブスを洗濯する必要があり、社会実装する上で

このような作業が教員にとっては負担となる可能性がある。衣服に取りつけやすくする工夫、抗

菌素材などを検討する必要がある。 

 

④ 研究開発成果の多様な展開の状況 

地域や学校の特色ある取組を推進し、教育課程や指導方法の改善を目指すための取り組みとして、

文部科学省が指定する研究開発指定校に金沢大学附属特別支援学校が選出された（令和 3 年度～

令和 6 年度）。本研究開発の内容は、知的障害のある児童生徒に対する、小学校 教科（国語）の

学習目標、内容及び指導方法、学習評価を用いた、通常教育との連続性の可能性とその具体的方

策の探求、教育課程の検討であり、学習評価ついて、テストや成果物、ビデオ分析などのパフォ

ーマンス評価に加え、ビジネス顕微鏡で得られるデータを活用する予定である 
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4.2.5.3 ➄-c：教育現場での効果的な方法 

 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

脳と人集団には多くの類似点（ネットワーク構造、情報伝達、意思など）がある。その類似点

に着目することで、ニューロンネットワーク構造をモデル化した Gene Matched Networkを、教育

現場及びスポーツ現場における人集団のコミュニケーションネットワーク分析に応用し、教育現

場及びスポーツ現場を活性化させる研究開発を行う（図 4.1.3-1参照）。 

教育に関しては、小・中学校の各教科の授業を対象として、学習者の対話的活動に影響する教

師の指導技術向上や授業改善を目指し、教育現場・大学・行政・企業などが連携した授業カンフ

ァレンスシステムを構築することと、その具体的効果としての子どもの学習成果への影響を検証

することを目的としている。特に、本テーマでは子どもたちの学習における資質・能力の育成を

目的とし、教師の指導および子どもの学習状況・学習成果について各種データを可視化すること

で授業改善に活用する。授業カンファレンスでは可視化データに基づいて参加者それぞれが子ど

もたちの学習状況に応じた授業改善方法について協議を行う。また、継続的な授業カンファレン

スを実施し、授業改善に向けた具体的な手立てについて授業実践から検討する。さらに、各教科

授業における児童生徒の対話的な活動状況の実態とその変容について縦断的検証を行うことで授

業改善の取組がどのように学習成果に繋がるかを評価する。特に、本テーマでは、ビジネス顕微

鏡や脳内酸素飽和度測定装置（NIRS）などの最新のウエアラブルセンシングツールなどによって

データ化された児童生徒の学習状況を検討に加えることで、各教科授業での効果的なアクティブ

ラーニングの実現が可能にするところが特徴である。 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションとして実装し、2024 年度までに年間 3 億円以上の

売り上げを目指す。教育、スポーツ、医療、脳科学へのソリューションの適用を検討しているが、

人が関わる分野であれば適用可能であるため、今後適用範囲を更に広げていく。 

集団が持つ社会課題に応じて、「何を集団内のコミュニケーションと定義するか」、「どのように

コミュニケーションデータを取得すればいいか」、「コミュニケーションデータに対しどのような

分析を行えばいいか」、「どのような分析結果をフィードバックすればいいか」、「どのようなシス

テムを構築すればいいか」などをデザインし課題解決を行う“集団分析ソリューション”を立ち

上げる。特に、集団コミュニケーションの分析手法については、COIにおける研究で汎用的な手法

を開発することが出来たため、それらは Lumadaソリューションコアに登録済みである。 

既存のコミュニケーション分析ソリューションは、会話内容や加速度センサの分析だけにとど

まっている。ただし、本研究の成果によるソリューションは、Gene Matched Network の考え方を

応用したクリークに着目したコミュニケーションネットワークの構造分析に特長があり、ネット

ワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも適用可能である。実際、「体の動き＝体部位

の集団」と見なすことで、人の動作分析にも有効であることを確認している。 

 更に、集団コミュニケーションを有線コミュニケーション（対面、会話、ボールパスなど）だ

けでなく、無線コミュニケーション（体動の同期性）にも着目し、この 2 種類のコミュニケーシ

ョンを分析する手法を実装していることが特徴である。特に、無線コミュニケーションの分析は、

今後様々な分野で重要になると考えられる。 

特に、北海道教育大の指導のもとで開発している授業カンファレンスシステムに関しては、学

校内外の研修，教育委員会が主催する研修，民間教育研究団体による研修，大学での教員養成科

目での学生指導などで、年間を通して活用する。授業カンファレンスの実施主体となるのは、各

小学校・中学校・高等学校などの各種学校，教育委員会，教育研究期間，大学，民間教育研究団体

などが想定される。本テーマでの授業カンファレンスシステムの特徴は、通常の授業研究・授業

分析では明らかとならなかった教師の指導方法や児童生徒の学習状況について、脳機能や身体振

動といった生理指標や心理指標を用いてデータを可視化する点にある。授業から収集される各種

データが可視化されることにより、これまで経験的知識として継承されてきた教師の授業技術が、

科学的・学術的に検証することが可能となり、具体的な授業改善方法の検討が可能になる。また、
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可視化データそのものが授業改善の効果検証の指標となることで、授業改善の取組の成果を評価

することが可能である。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

＜事業化＞ 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションの“集団分析ソリューション”として 2021 年度末

までに社会実装する。提供するサービスは以下の通り。 

１）計測対象に応じて、コミュニケーションを定義 

２）計測対象に応じたセンサなど計測機器を選択 

３）複数センサや画像などを連携させたシステムをデザインし、ニーズに応じて最適化 

４）コミュニケーションネットワークの分析に GMNモデルを適用 

 

＜研究開発＞ 

１）北海道教育大で行っている授業カンファレンスシステムに、脳計測データを表示できるよう

に改良した。これにより、有線コミュニケーション、無線コミュニケーション、テキスト分

析、脳データを 1システムで同時に可視化出来るようになった。 

２）金沢大で行っている特別支援学校では、対面コミュニケーションだけでは不十分であるた

め、加速度データによる分析機能を充実させている。加速度データを利用しやすくなるよう

システムの改良を行った。 

３）現場の意見を反映しながらシステムを改良し、フィードバック及び活性化に適した可視化シ

ステムの構築を完了する。有線コミュニケーションと無線コミュニケーションの次数を計算

したいという要望が現場からあったため、それを算出する機能を追加した。 

４）北海道以外に、関西(堺市、神戸市)と中部(春日井市)でそれぞれ計測を行い、データを取得

した。北海道での活動事例を他地域に紹介し、活動範囲を広げる（図 4.2.5.3-1）。 

（4）主な成果と達成状況 

＜研究開発＞ 

教育現場での社会課題解決の成果として、次の 5点が挙げられる。1）単元全体を通した一連の

授業についての調査・分析をもとにしたオンラインでの授業カンファレンスを実現し、単元の授

業実施期間中に参加者による具体的なアイデアを交流することで即時的な授業改善に結びつける

ことができた。2）可視化データを共有することでカンファレンスにおける協議の視点が焦点化さ

れ、授業改善に必要なディスカッションに集中することができた。3）オンライン上での授業カン

ファレンスのシステムを構築することで、現職小中学校教諭，大学教員，大学院生，企業といっ
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た様々な職種・立場からの参加があり、授業改善への多様な視点からのディスカッションが実現

できた。4）オンライン授業カンファレンスは同時双方向での実施ではなく、データの共有と掲示

板でのディスカッションを中心に進めることで、参加者が時間にとらわれずにディスカッション

に加わることが可能であり、結果として多くの参加者による協議が行われた。5）新型コロナウイ

ルス感染拡大の防止という観点から対面・集合した状態での授業見学および協議の実施が難しい

現状において、移動の必要がなく対面しない状態での授業カンファレンスの実現が可能であった。 

 最終年度となる 2021年度は新型コロナウイルス感染拡大により、計画していたスケジュールに

修正が必要な場面はあったが、最終的には予定していた研究・調査を遂行することができ、札幌

市内・北海道内から多くの教員・大学関係者・行政職員が参加するオンライン授業カンファレン

スが実施された。これらの事業は、民間の教育研究団体である札幌市学校体育研究連盟，北海道

教育委員会，北海道教育大学が連携して実施し，北海道の教育プロジェクトの一環として評価さ

れている。また，北海道教育大では「未来の学び協創研究センター」が立ち上がり社会実装に向

けた活動をさらに進めており、現在は授業改善プロジェクトの改良システムを開発中である。ま

た、2021 年度では企業による機材やサービスのサポートを得ることで、さらに充実したカンファ

レンスの実施が実現している。これらは北海道内の教育を支える事業として、COIプログラム終了

後も継続して実施される。 

 

教育現場における COI の研究成果は、以下の通りである（図 4.2.5.3-2）。 

１）有線コミュニケーション（＝対面・会話）だけでなく、無線コミュニケーション（＝体の同

期）を用いた分析手法を開発し実装した。これにより、健常児だけでなく、対面や会話を苦

手とする児童の活動も把握出来るようになった。いじめ対策、インクルーシブ教育などへの

応用を検討中である。 

２）生徒間のコミュニケーションデータを教員にフィードバックすることで、教員自身が生徒と

のコミュニケーションの課題を発見修正し、その結果として授業を活発にすることが出来る

ことが判明した。アクティブラーニング、グループ活動の活性化などへの応用を検討中であ

る。 

３）熟練教員のコミュニケーションデータや発言を参考にすることで、若い教員の技量向上が短

期間で可能になることも分かった。 

＜事業化＞ 

本研究の成果は、Lumadaソリューショとして社会実装を推進中である。特に、無線コミュニケ
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ーション分析ライブラリと“集団の意識”算出ライブラリは、Lumadaソリューションコアへの登

録を完了している。また、2件の特許（“集団の意識”算出システムと汎用的チームパフォーマン

ス分析システム）を大阪大学と日立製作所で共同出願した。 

 

特に、Gene Matched Networkの考え方を応用したクリークに着目したコミュニケーションネッ

トワークの構造分析に特長があり、ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも

適用可能である。更に、有線コミュニケーションだけでなく、無線コミュニケーションも含めた

2種類のコミュニケーションを分析する手法を実装している（表 4.1.3-1参照）。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

授業カンファレンスシステムは、北海道内における授業改善プロジェクトとして一定の成果が

得られたと考えられる。今後の課題としては、これまで得られた成果や知見を北海道以外の地域

でも活用の幅を広げていくことと考える。そのための方法として、研究成果について各種教育研

究会などでの北海道外への積極的な発信と、各都府県の教育現場・大学・教育委員会と連携した

事業の実施が考えられる。 

ただし、現時点では体育の事例に偏っているため、今後は体育以外の教科でも「理想的なコミ

ュニケーション状態」と「子供の学習意欲を向上させる熟練教師の発言集」などを授業形態毎に

作成すべきと考えている。これが実現できれば、全ての教科で客観的なデータを元に若手教員の

指導能力を短期間で向上させることが出来るようになるはずである。また、いじめ対策と発達障

害児支援については、データ取得や基礎的な研究がまだ十分ではないと思われる。データ取得が

難しいテーマであるため、これらの社会課題については継続して研究を行う必要がある。これら

については、科研費などの研究資金を獲得することで推進する。 

 

（6）その他の特記事項 

研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな知見） 

集団コミュニケーションを、会話などの“見える”情報をやり取りする有線コミュニケーショ

ンと、体の同期など“見えない”情報をやり取りする無線コミュニケーションの 2 種類を定義

し、2種類のコミュニケーションを分析する手法を開発した。特に、無線コミュニケーションの

分析は、今後様々な分野で重要になると考えられる。 

“集団の意識”という集団の創発活動をマクロに可視化できる指標を開発するなど、ネットワ

ーク構造を分析する独自の手法を開発することができた。“集団の意識”は集団の活性度（＝温

度）とコミュニケーション複雑さ（＝多様性）を表す指標であり、集団の創発活動を相転移に

置き換えることができ、統計力学的な観点を盛り込むことが出来ると考えられる。 

また、集団だけでなく、集団と見なせるもの（人の体の動きなど）にも適用でき、応用範囲が

広い。 

Gene Matched Networkという脳科学の研究成果を集団活動に適用し成果を出してきたが、逆に

集団分析で開発した手法を脳科学に適用し、脳に意識があるかどうかを判定するなど、脳科学

へのフィードバックも可能であると考える。 
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4.2.5.4 ➄-ⅾ：スポーツ現場での効果的な手法 
 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

脳と人集団には多くの類似点（ネットワーク構造、情報伝達、意思など）がある。その類似

点に着目することで、ニューロンネットワーク構造をモデル化した Gene Matched Networkを、

教育現場及びスポーツ現場における人集団のコミュニケーションネットワーク分析に応用し、

教育現場及びスポーツ現場を活性化させる研究開発を行う（図 4.1.3-1参照）。 

スポーツに関しては、パフォーマンス評価、ジュニア育成、怪我故障予防、コンディション

管理などのスポーツ現場における社会課題を解決することで、スポーツ現場の人集団を活性化

させ、子供及び指導者の潜在能力を引き出す。特に、スポーツにおける子供の怪我故障予防と

コンディショニング管理は、大きな社会課題になっている。“練習による上達”と“怪我故障予

防”というジュニア育成過程における相反する活性化手段を共に達成できるようにする。 

  

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションとして実装し、2024 年度までに年間 3 億円以上の

売り上げを目指す。教育、スポーツ、医療、脳科学へのソリューションの適用を検討している

が、人が関わる分野であれば適用可能であるため、今後適用範囲を更に広げていく。 

集団が持つ社会課題に応じて、「何を集団内のコミュニケーションと定義するか」、「どのように

コミュニケーションデータを取得すればいいか」、「コミュニケーションデータに対しどのよう

な分析を行えばいいか」、「どのような分析結果をフィードバックすればいいか」、「どのような

システムを構築すればいいか」などをデザインし課題解決を行う“集団分析ソリューション”

を立ち上げる。特に、集団コミュニケーションの分析手法については、COIにおける研究で汎用

的な手法を開発することが出来たため、それらは Lumada ソリューションコアに登録済み。 

既存のコミュニケーション分析ソリューションは、会話内容や加速度センサの分析だけにと

どまっている。ただし、本研究の成果によるソリューションは、Gene Matched Networkの考え

方を応用したクリークに着目したコミュニケーションネットワークの構造分析に特長があり、

ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも適用可能である。実際、「体の動き

＝体部位の集団」と見なすことで、人の動作分析にも有効であることを確認している。 

  更に、集団コミュニケーションを有線コミュニケーション（対面、会話、ボールパスなど）

だけでなく、無線コミュニケーション（体動の同期性）にも着目し、この 2 種類のコミュニケ

ーションを分析する手法を実装していることが特徴である。特に、無線コミュニケーションの

分析は、今後様々な分野で重要になると考えられる。 

スポーツで開発した無線コミュニケーションの分析手法は、「体の動き＝体部位によるチームプレ

ー」と見なすことで人の動作分析にも有効であることを確認している。センサや画像を用いた運

動療育の指導及び評価、乳幼児の発達診断などにも応用可能であり、今後適用領域を広げる。 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

＜事業化＞ 

（株）日立製作所の Lumada ソリューションの“集団分析ソリューション”として 2021 年度末

までに社会実装する。提供するサービスは以下の通り。 

１）計測対象に応じて、コミュニケーションを定義 

２）計測対象に応じたセンサなど計測機器を選択 

３）複数数センサや画像などを連携させたシステムをデザインし、ニーズに応じて最適化 

４）コミュニケーションネットワークの分析に GMNモデルを適用 

 

＜研究開発＞ 

１）同志社大で行っている五輪競技ジュニア育成プログラム（京都きっず）では、選手の空間認

知力向上の成長過程を、バルシューレを用いた定量化及び可視化の実現を目指す。2021年

度から無線動態センサと可視化システムを導入したことで、選手や指導者にリアルタイムに
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フィードバック出来るようになり、研究が加速されている。 

２）追手門学院大では女子サッカー部においては、“練習による上達”と“怪我故障予防”とい

う、相反する目的を達成する実証実験を継続的に行う。実証実験の結果が良好であれば、他

チーム、特にプロチームなどへの展開を開始する。 

３）サッカーだけでなく、他チーム競技でも開発した分析手法と可視化システムが有益であるこ

とを確認する。 

４）現場の意見を反映しながらシステムを改良し、フィードバック及び活性化に適した可視化シ

ステムの構築を完了する。また、無線動態センサも改良し、電池容量増による駆動時間の延

長、小型化、高精度化を完了する（図 4.2.5.4-1）。 

５）他社センサのデータでも使えるように可視化システムのデータ入力部を改良する。阪大 COI

成果を適用する事業領域の拡大を推進する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

＜研究開発＞ 

サッカーにおいては“戦術的ピリオダイゼーション”という考え方が主流になり、要素還元論

的な育成や練習メニューが否定されている。ただし、データ分析については、未だに要素還元論

的な統計分析が主流である。本研究において、従来の要素還元論的な統計分析とは異なる、様々

なチーム競技に適用可能な「次世代のチーム競技向けデータ分析」の基礎を構築することが出来

たと考える。選手間の無線コミュニケーション（＝体の同期）を用いたネットワーク分析の特徴

及び成果は、以下の通りである（図 4.2.5.4-2）。 
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１）ボールだけに注目した分析とは異なり、「スペースに走り込む」、「相手選手をマークする」な

どのチームプレーも評価でき、サッカーをサッカーとして分析出来る。 

２）説明変数が 1個のため、結果論とならない。 

３）集団がランダムな状態からどの程度離れているかを定量化する“集団の意識”という指標に

より、チーム状況が把握出来るようになった。 

４）リアルタイムフィードバック可能なシステムを構築し、リアルタイムに怪我予測が行えるよ

うになったことで、“練習による上達”と“怪我故障予防”というジュニア育成過程における

相反する活性化手段を共に達成できるようになった。 

     

＜事業化＞ 

本研究の成果は、Lumadaソリューショとして社会実装を推進中である。特に、無線コミュニケ

ーション分析ライブラリと“集団の意識”算出ライブラリは、Lumadaソリューションコアへの登

録を完了している。また、2件の特許（“集団の意識”算出システムと汎用的チームパフォーマン

ス分析システム）を大阪大学と日立製作所で共同出願した（図 4.1.3-7参照）。 

特に、Gene Matched Networkの考え方を応用したクリークに着目したコミュニケーションネッ

トワークの構造分析に特長があり、ネットワーク構造を抽出できるものであれば人集団以外にも

適用可能である。更に、有線コミュニケーションだけでなく、無線コミュニケーションも含めた

2種類のコミュニケーションを分析する手法を実装している（表 4.1.3-1参照）。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

社会課題を持つ現場の声をヒアリングし体験することは、企業活動のみでは不可能である。そ

のため、基礎的な研究テーマや社会課題に対しては、現場と関りを持つ大学や研究者と共同し

て継続して行いたい。 

 

（6）その他特記事項 

サッカーにおいては“戦術的ピリオダイゼーション”という考え方が主流になり、要素還元論

的な育成や練習メニューが否定されている。ただし、データ分析については、未だに要素還元

論的な統計分析が主流である。本研究において、従来の要素還元論的な統計分析とは異なる、

様々なチーム競技に適用可能な「次世代のチーム競技向けデータ分析」の基礎を構築すること

が出来たと考える。 
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4.3 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな体系的知見等） 

 

大阪大学 COI では心身の成長に最も重要な子どもの健やかな脳の育成にフォーカスし、世界に

先駆けたエビデンスの提供、子どもと養育者の両面からウェルビーイングを支える仕組みなどの

成果、更に医脳理工連携によるイノベーションのロールモデルとなるような取り組みなど、新し

い視点での科学技術の開発を行ってきた。これらの中で、特に下記のものが学術上、科学技術上

の新たな体系的知見に繋がる可能性がある。 

⑴ 学術上の分野：「個体間コミュニケーションと社会脳ネットワークのシナジー効果」 

⑵ アプローチ ：「養（教）育者と子ども達の相互関係において、目標に辿り着くプロセス

における双方の現象的エビデンスとその背景学理を、脳・行動ネットワーク解析などによ

り明らかにしていく」 

これまでの脳科学は単体対象か、外部刺激との関連をごく人工的な心理実験で調べるものであ

るが、特に子ども対象では周囲との日常的な人間関係の中での発達面の探索が重要であると考え

られる。近年ハイパースキャン研究（対人関係状況での複数個体同時記録研究）として、注目さ

れてきている。ごく日常的な人間関係状態で２人以上の行動・脳内・脳間ネットワークの研究が

できるようになったのは、 

①ウェラブルセンサや ITなどによる「気軽なセンサリング技術の進歩」 

②AIなどによる「大量データ解析技術の進歩」 

が主な理由だが、MEGの特性（①神経活動そのものをリアルタイムに測定し、脳血流量変化を指標

とする fMRI や fNIRS より時間分解能が優れ②同様に神経活動そのものをリアルタイムに測定す

る EEGより脳空間分解能に優れる）から言っても注目される領域である。 

子どもの発達は養（教）育者との関係が必要不可欠であり、「子どもと養（教）育者の脳・行動

ネットワークを日常の自然な状況で記録し、それを研究者が解析して、両者に適切に還元する」

ことは今後のデジタル社会で大いに注目されてくる。 

大阪大学ＣＯＩでは、乳幼児から学童期にかけ、乳幼児の睡眠アプリ・小児用/親子同時ＭＥＧ・

教育現場での行動解析と対応した研究開発を推進し、社会実装に結び付けてきた。 

①睡眠においては、毎日の客観的状態を正確に把握し、精神衛生保持に最大のキーワードであ

る「睡眠の安定化」を乳幼児期に定着させ、更に子どもの睡眠に大きく影響する家庭内外の環境

因子を養育者と共有し、専門家が検討することは子どものみならず養育者の精神衛生にも大いに

寄与する。 

②自閉症においては、幼少期からの脳・行動パターンを対人関係状況も含めて検討し、早期ス

クリーニングに寄与する。実際、１００人中９８人の子供は非自閉症であり、養育者に多い「過

剰な反応や心労」を改善する効果は計り知れない。残り２名については、子どもへの早期介入を

行うきっかけとして重要と考える。また子供の状態にかかわらず、養育者のハイリスク状態スク

リーニングにもなりうる。 

③教育においては、子どもや教育者の客観的評価を長期に大量に行うことで Society5時代の新

しい展開が期待され、当事者だけでなく教育全体への波及効果が期待できる。 

これらの成果をベースに更に深堀をしていく。 

学術上の新たな体系的な知見となりうる分野     概念図（仮説シェーマ図）
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5 社会実装に向けた必要な対応 

 

5.1 知的財産マネジメントの状況 

１）知的財産権のライセンス運用ルール 

知的財産権はプロジェクトのスタート時に「大阪大学ＣＯＩプログラムにおける知的財産

の取り扱いに関するガイドライン」を制定し、運用を推進。 

⑴本プログラムにおける知的財産権の位置づけ 

参画機関等による単独及び共同出願を可能とし、出願費用及び維持保全に係る費用

（出願等費用）の負担については本学方針とは異にする取扱いをする。また、個別プ

ロジェクト内での単独/共有知的財産権の商業的実施等を無償で行えるものとする 

⑵本プログラムにおける知的財産権の取り扱い 

➀知的財産権の帰属 

本プログラムにおける共同研究の実施の過程で発明等を行ったことにより生じた知

的財産権（ＣＯＩプログラム知財）は、COI研究推進機構内に設置された知的財産

権審議委員会（IP審議委員会）での承認を得た上で、当該ＣＯＩプログラム知財

を、当該発明等を為した者が所属する機関の規則等により当該機関の単独又は共有

帰属とする。 

   ➁出願等費用について 

ＣＯＩプログラム知財に係る出願等を、参画機関が単独で行う場合は出願等に係る

費用を、当該ＣＯＩプログラム知財を保有する機関が負担するものとする。 

また、ＣＯＩプログラム知財を共同で出願等行う場合は、当該ＣＯＩプログラム知

財を保有する機関は、その持分に応じた出願等費用を負担するものとする。 

③知的財産権の個別プロジェクト内における実施許諾について 

当該個別プロジェクトに参画している機関は、参画期間中、無償かつ非独占的な実

施許諾を受ける権利を有する。ただし、have made権については、当該参画機関に

対して、会社法上の親会社若しくは子会社の関係にある会社に限ることとする。 

⑶途中参画する機関に対する取扱い 

途中参画した時点からＣＯＩプログラム知財の無償実施権を認める。認められる無償

実施権の対象は、途中参画時以前に個別プロジェクト内で創出されたものも含む。 

⑷共同研究終了後の知的財産権の取り扱いについて 

ＣＯＩプログラム知財所有者の意向を反映した新たな実施許諾契約のもと、実施権が許諾

されるものとする（通常のライセンス契約） 

⑸その他個々の課題に対しては、Q&A集を作成し、都度更新。 

 

２）知財出願体制の強化に向けた取り組み 

  「社会実装に向けた有力な知財の出願の加速」を知財戦略とし、工業所有権情報・研修館

（INPIT）から知的財産の専門家（知的財産プロデューサー）の派遣を受け（2016 年 5月～

2020年 3月）、研究成果の権利化に結び付ける取組みを強化。 

主な活動は 

・特許調査ツールの選定・導入 

・発明相談（出願内容、時期など） 

・先行技術の調査 

・海外展開が見込まれる発明の PCT 

・啓蒙を図るための知財セミナーの開催 

・知財ポートフォリオの作成 

更にそのノウハウをプラットフォーム構築後の知財出願体制継続のための仕組みづくりや人

材育成を推進。 

 



A イノベーション創出に向けた活動実績 
 

5 社会実装に向けた必要な対応 

 
 122 

 

３） 知財出願状況の推移 

・出願体制の強化により、出願総数 174件  

（国内：116件、海外 58件） 

・分野別出願状況 

   シリコン製剤 ：51件（29%） 

   機器・デバイス：60件（35%）                          

医・薬系   ：38件（22%）   

   活性化手段  ：14件（ 8%） 

    睡眠     ：11件（ 6%） 

         

 

４）COI知的財産権の COIプロジェクト終了後の取り扱いについて  

・COI終了後は、基本は知的財産権所有者の意向を反映し、下記項目に従い、 

新たな実施許諾契約のもと、実施権が許諾されるものとする 

 

⑴ COIプログラム期間内に商品化・社会実装にいたった知財は、COI終了後の実施条件について 

当該企業の意向及び実施状況を勘案する。具体施策として、本学単独及び共有知財について、 

期間内で商品化・社会実装に向けて実施している当該企業に対して、 COI期間後は第３者 

より優遇する。 

⑵ 当該参画機関が単独所有する知財は、引き続き当該機関が所有し、本学が共同出願等費用を 

負担し続ける場合は引き続き本学が持ち分に応じた権利を所有し続ける。 

⑶ 2022/3までに本学単独、本学共願の特許に関しては、本学が権利維持続けるか、譲渡か、 

放棄かを決定する。発明者の意向を尊重し、最終判断は大学側で実施する。 

 ・譲渡条件：現在までの出願・維持費用を回収+α(個別対応） 

 ・個別プロジェクト内、COI参画企業、その他一般の順番で譲渡交渉 
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5.2 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

 

１）社会実装に向けて、対処すべき課題 

  社会実装に向け、製品・サービスに対し、以下の 7項目について対応を実施してきている 

 ⑴倫理規定への対応 

  ・実施実験から有効化検証のためのデータ取得、及び社会実装に向けた社会規範に対し、 

各担当部局での倫理審査委員会の承認を得て実施。 

  ・企業との合同実施の場合は企業側人事・法務と連携して対応 

 ⑵情報セキュリティの保護への対応 

➀個人情報の保護・管理 

・インターネット上で受け渡される生活情報には個人情報を含まない    

・共同研究者が扱うデータについては個人が特定できないよう、ＩＤ化データのみ使用 

・被対象者とのインフォームド・コンセントの取得。子どもなど本人から取得が難しい対

象者は養育者とのインフォームド・コンセントを取得 

  ➁保管データのセキュリティ管理 

   ・大阪大学サイバーメディアセンターの協力のもと、サーバーデータ保護・管理を推進 

 ⑶薬事規制・医療機器認定申請への対応 

  ➀大阪大学医学部附属病院未来医療開発部未来医療センターとの連携 

  ➁ＰＭＤＡ「ＲＳ総合相談」とのコンタクト、助言 

  ③医療機器商品申請 

   ・パッチ式脳波計：2021 年 9月に PGV社から申請し、認定を取得済 

   ・AI ナノポアを用いた涙液からの CMV検査法：2021年度内に申請 

 ⑷科学的根拠に基づいたデータ検証への対応（臨床試験につながるデータ根拠） 

  ➀シリコン製剤の製剤による病態モデル改善の免疫学的機序をデータ解析 

   ・解析結果に基づき、大手製薬会社と潰瘍性大腸炎の医薬適用に向けた臨床治験を開始 

  ➁子どもの睡眠介入・親子同調介入の無作為単盲検コントロール試験への対応 

   ・介入の改善の効果量を予備実験から推定し、臨床試験に必要なサンプル数を 0.8の 

    検出力で算出する 

 ⑸製品化に向けた、量産製造・品質管理基準の確保に向けた技術移転への対応 

  ➀シリコン製剤について、医薬品用については GMP（Good Manufacturing Practice） 

   基準での製造・品質管理に向け、企業への技術移転を展開中。 

   食品用・サプリ用は HACCP 基準に対応した技術移転を完了し、製造・販売中。 

  ➁ヤーコンなど「機能性表示食品」認定のため、技術移転後も企業と連携して、製造・品質 

管理基準を満たす量産体制を構築 

⑹社会実装時の運用コストへの対応 

・小児用 MEG の普及にはシステムの高額、MEG センサの冷却のためのヘリウムガスの価格高騰

によりランニングコストの高額が障壁。設備のコストダウンやヘリウムガス回収装置の低コ

スト化も必要だが、MEG の発達障害における有用性のエビデンスを多く示し、将来的に診療

報酬の適用疾患の拡張につなげる取り組みを推進 

⑺コロナ禍、After コロナ/Withコロナでの対応 

・データ収集デバイスは非接触/非侵襲型の開発を推進（顔画像/シート型センサなど） 

・対面での接触を抑えるため、遠隔・リモートでの仕組みを活用（睡眠アプリなど）  
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5.3 マーケティング・試験的な取組の状況 

5.3.1 マーケティングの取組み 

 ・社会実装に向け、専門家や有識者からのアドバイス、更にターゲットユーザーからの実体験

に基づく意見の収集を対話型ワークショップの形式で行い、事業展開の方向性・ビジネスア

イデアの検討を実施  

 【実施プロセス】（自閉症児の自立、社会性の向上テーマの場合） 

１．専門家インタビュー 

・児童発達支援・放課後等デイサービス いんくるーじょん 障害を持つ方へ向けたケア事業

をしている方に、現状の課題、開発中の技術の可能性・ビジネス化についてインタビュー  

２．ビジネス化検討ワークショップ 

・企業にて新規ビジネスの立ち上げに関わった経験のある有識者により、 ＣＯＩの技術のビ

ジネス化の方向性を検討する  

３．自閉症児・発達障害児の養育者ワークショップ 

・ターゲットユーザーの方に、技術内容やビジネスアイデアを見ていただき、 方向性の確認 

や受容性評価を行う ビジネスの方向性まとめ 

 

【ビジネス化の検討要因の洗い出し】   

 

【ビジネスの方向性のまとめ】 

5.3.2 試験的な取り組み 

 ・テーマ毎に社会実装に向けた、実証検証（小規模検証）計画を年度計画と同時に作成 

  （確認評価項目について、時期、対象者、検証方法等記載） 
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・検証結果をプロジェクト統括会議で検討、ニーズ、要求水準との確認、必要に応じて、 

見直しを実施。 

 ・目標とする評価項目の具体的数値目標への落とし込みが充分できていなかった点は反省 

 

【実証計画書の例（乳幼児の睡眠アプリ）】 
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5.4 研究開発成果の多様な展開の状況 

⑴既に完了し、社会実装を実施しているものまたは社会実装に向けて進捗しているもの 
社会実装済テ

ーマ 
具体的手段 最終目標 展開先（企業、行政）/状況 

乳幼児の快眠 双方向性オンライ

ン睡眠アプリのデ
リバリー 

市場実験検証自治体数の拡大 東大阪市/実施 2017～    

加賀市、弘前市、永平寺町/実施予定 2020～ 
パナソニック AD/事業化に向け契約 2021.9 

自閉症児の社会
性向上 

脳の個性見える化
と介入 

自閉症療育プログラム臨床試験 
幼児用 MEG 機器認証取得 

金沢大学内、PFU＋リコー/医療機器認証 2021 予定 

ストレスへの対

処 

ストレス検知 ミトコンドリア DNAの RTPCR測定 

顔画像からのストレス検知の実用化 

電子機器企業/共同研究→実証プロト機 2021.12 

パナソニック/社内開発継続→事業化推進 2021.4～            

ブレインメロディ ストレス・感情抽出と AI自動作曲 クリムゾンテクノロジー/事業化推進 2022～ 

脳機能の解明 ニューロフィード
バックによる英語
リスニング力向上 

企業や教育機関でのトライアル実施 
サービスの実施 

ＮＴＴデータ研究所/教育機関等での使用 2021～ 
検討継続 

腸内環境の検
知・改善 

健康便座（臭気セン
サ） 

ヤーコン（機能食
品）他 

プロト機作製、便臭成分ライブラリー
作成 

「機能性表示食品」認定取得 
豊能町での市場実証検証、サプリ発売 

リコー → 大手企業：各便座メーカ/非医療用プロ
ト化推進、成分ライブラリー完成 2021 

ファイン＋豊能町、日本 CHC/サプリ発売 2021～ 

ウェアラブルセ

ンサ形成技術 

パッチ式簡易脳波

計 
の応用展開 

脳波・心電・筋電計測フレキブルセン

サーを実現し AI 化とビッグデータの
ヘルスケア展開 

大阪大学発ベンチャーPGV/データ活用 AI 2016～ 

日本メクトロン/柔軟素材・デバイス量産準備 
医療機関・アカデミア・企業４０機関/共同研究 

酸化ストレス性
疾病の予防 

シリコン微粒子剤
による体内水素発
生法 

医薬品としての認可取得（潰瘍性大腸
炎） 
適量シリコン濃度の策定・算出 

医薬品製造：大手企業 
医薬品認可申請：大手製薬会社/FS 実施中 
食品製造：大阪チタニウム 

サブリ販売：レナトスジャパン 野田製薬他/ 
      人用サプリ発売開始 2020～ 

コミュニケーシ

ョンの質見える
化 

コミュニケーショ

ンの定量化とGMNモ
デル分析 

リアルタイムフィードバック可視化 

システムを教育・スポーツ現場で実証 

日立製作所/Lumada ソリューションとして実装 

サービス開始予定 2021～ 

簡易検知デバイ
ス 

呼気皮膚ガススト
レス検出 

ストレスマーカーOH の計測実証によ
る簡易計測デバイス実用化 

パナソニック/事業場への OHラジカルセンシング導
入 

体動睡眠ステージ

計測システム 

睡眠評価モジュール化/空調機器への

搭載 

ダイキン・竹中/独身寮での検討実施中 

島津製作所/立命大と事業化へ共同研究化 2020～  

ナノポアヘルペス

計測 

ストレス(涙液ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ)評価→

COVID-19 

大阪大学内/ベンチャー化済 2018～（アイポア） 

アイポア/新型ウィルス検出法医療機器申請 2021 

深睡眠コントロ
ール 

深睡眠制御 独身寮にモデルルーム構築→睡眠改
善実証（仮称ウエルネスルーム） 

竹中工務店・ダイキン/独身寮への導入実証 
コロナ禍で遅延 2021.8現在 

AI による睡眠品質
評価 

睡眠時空調制御アルゴリズム搭載 ダイキン/エアコン製品化済 2019.11～ 

ウエアラブルデ
バイス 

語学学習の習熟度
の可視化 

語学学習の集中力向上を生体計測に
より可視化サービス提供 

進鳳堂/可視化システムカリキュラム導入 2019.7～ 
Brain Language 商標登録 2021 

 

⑵研究成果の新たな多様な展開への状況 

➀ユースケース 1：脳の発達に重要な乳幼児期の睡眠改善 

～双方向性アプリを用いたオンライン睡眠介入法の開発～ 

・ねんねナビ®については、特許出願、商標登録を終えて、複数の企業から色々な視点からの利用

依頼があった。例えば、家電のサービスの１つとして、夜泣き等顕在的なニーズに対応したい

ため、アドバイス選択のノウハウのみを使用したい、電子母子手帳に組み込みたい等。まずは、

社会を変えるツールとするために潜在的なユーザーをスクリーニングして介入する自治体ベー

スの活動が必須と考えて、賛同してくれた企業との共同研究が内定し、システムやノウハウの

発明届を大学に提出し、特許の非独占使用や臨床データの使用等についての契約準備中である。 

・ねんねナビ®のアドバイス選択の自動化の元となる大規模な生活習慣を収集するにあたり、ウェ

ブ調査に関する経費は、情報通信研究機構（NICT）の委託研究費を得て行った。ウェブ調査デ

ータに関しては二次活用が可能な形に整備する予定である。 

・注意欠如・多動症の発症予防、また自閉スペクトラム症の症状緩和等への効果も期待され、こ

れらについては大阪大学ー金沢大学イノベーションプラットフォームにより特定臨床研究を立

ち上げる準備を行っている。 

・研究開発成果について、東大阪市保健所との共同プレスリリース、金沢大学・加賀市との共同

プレスリリースと、実証自治体および共同研究機関と共同して２度のプレスリリースを行い、

社会的周知促進に努めた。それにより、NHK・TV金沢等ニュース５報にて放映された他、読売新
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聞等４紙の新聞報道にて紹介され、JST サイエンスポータル他ネットニュースでも多数取り上

げられた。また、「デジタル田園都市構想事例集」にて、国民の Well-being に貢献する「デジ

タル技術を活用した地域課題解決等の既存取組事例」として掲載されるに至り、社会的注目度

の高い取り組みとなっている。 

 
➁ユースケース２：自閉症児の自立・社会性向上 

当初想定していない研究成果として、若手研究から始まった低出生体重児の認知・生理学的特

徴の研究が挙げられる。日本においては、2500g未満で産まれる低出生体重児、37週未満で生

まれる早産児は、およそ 10%程度と先進国の中でも高い割合を占めており、無視できない問題

になっている。低出生体重で生まれた子どもの 10%-20%に発達障害が合併することが報告され

ているが、そのメカニズムについては不明であった。現在進めている我々の研究により脳およ

び表現型の特徴が見えつつある。当研究を継続することにより、低出生体重児の脆弱性を解明

し、家族支援を含めたヘルスケアを検討し、社会に貢献したい。COI終了後も、JSTの共創の場

形成支援プログラム等の競争的研究に応募し、低出生体重児の症状と生物学的特徴の関連につ

いての研究を、特定の企業や自治体（例：石川県加賀市）と協力し継続する。介入研究として

は、COI 終了時までに得られた睡眠データをもとに、睡眠等への臨床介入研究をデザインし、

COI 終了後に実施する。 
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③遺伝子性ストレスマーカ検出デバイスの開発（AIナノポアデバイス） 

 本 COIプログラムに参画当初、1分子量子シークエンサーを用いた DNA・RNAの化学修飾塩基分

子の識別法の開発を行ってきた。当時の 1分子量子シークエンサーでは、1個の塩基分子・化学修

飾塩基分子の識別を、各塩基分子の 1分子コンダクタンスヒストグラムを用いて行っていた。1分

子コンダクタンスヒストグラムは、各塩基分子の 1分子コンダクタンスの確率密度分布に対応し、 

各塩基分子の 1 分子コンダクタンスヒストグラムに大きな重なりがあるものの、高い精度で塩基

配列決定が出来ていた。しかし、化学修飾塩基分子が、重要な疾病マーカとなり、細胞の分化や

発現制御の機能を持つことが明らかにされ、年々、新たな化学修飾塩基分子が発見されているた

め、1 分子コンダクタンスヒストグラムの重なりによる精度低下が顕在化され、新たな解析手法

の開発が必須となった。 

精度低下を解決するため、多数の計測データから構成される 1 分子コンダクタンスヒストグラ

ムではなく、1つの 1分子コンダクタンスを与える電流―時間波形を機械学習する手法を 2016年

から JST-CREST（機械学習と最先端計測技術の融合深化による新たな計測・解析手法の展開：研究

代表者 鷲尾隆）で研究開発した。その結果、１つの電流―時間波形の機械学習で、1塩基分子の

高精度識別を実証した。さらに、実際の臨床検体の計測に即した機械学習を開発した。実際の臨

床検体は多くの夾雑物を含むため、前処理無しでは、ターゲット分子の識別精度が低い、あるい

は検出できないことが課題である。このため、臨床検体を対象とする分析技術には、必ず前処理

技術の組み込みが必要となり、多くの場合、センシングデバイスと同一基板に組み込み可能な MEMS

流路が、多く開発されてきた。しかし、臨床検体に適した MEMS流路を設計・開発する必要があり、

また、センシングデバイスと MEMS流路を作製するプロセスが整合しない課題がある。さらに、複

数工程の微細加工技術を必要とする MEMS 流路は、高コストとなるため、社会実装に適していない。

そこで、臨床検体をメンブレンフィルタによるろ過等の低コスト・高スループットで簡単な前処

理後、直ぐに計測を行い、高精度が得られる機械学習を開発した。陽性・陰性検体の場合、陰性

検体は夾雑物から構成され、陽性検体は夾雑物とターゲット分子から構成される。陰性と陽性の

夾雑物が同じであると仮定すると、陰性検体を機械学習することで、陽性検体の計測から、夾雑

物のシグナルを除去し、ターゲット分子のシグナルだけを抽出する機械学習（Positive Unlabeled 

Classification: PUC）法を開発した。PUC法の開発により、1塩基分子の識別精度の向上ととも

に、ターゲット分子の識別精度の向上を達成した。開発した PUC法は特許化し、AIナノポアを開

発・販売するアイポア株式会社に技術移転された。 

JST-CREST で開発した PUC 法による機械学習は、本 COI プログラムに参画する研究者との新た

な共同研究を生み出した。大阪大学大学院生命機能研究科の八木研究室は、脳形成を研究してい

る。ニューロン間で情報を伝達する神経伝達物質は、脳の部分で存在分布が異なることが知られ

ているが、高い空間分解能で、この分布を計測・評価することは困難である。八木教授との議論

を重ね、1分子量子シークエンサーで神経伝達物質の 1分子識別を行ったところ、セロトニン、ド

ーパミン、およびノルアドレナリンの 3 種類の識別に成功した。さらに、マウスの脳をスライス

して、異なる脳部位を 1 分子量子シーケンサーの電極を貼り付け、計測したところ、神経伝達物

質の脳部位依存性を明らかにすることに成功した。この解析では、多くの夾雑物が存在する脳の

計測において、PUC 法を適用することで、高精度の 1分子識別が可能となり、神経伝達物質の定量

解析に成功した。 

 

④深睡眠による活性化 

本研究開発テーマでは、小児および成人の睡眠習慣やその環境の改善を中心として実施した。

しかし、睡眠の問題は、習慣だけにあるわけではない。日本人では、顎顔面形態（顎）が小さ

く、睡眠時無呼吸症候群の形態学的リスクが高い可能性が指摘されていたが、本研究開発の成

果で得られたように、約 30％もの小児が無呼吸症候群の徴候を示しており、日中問題行動と発

達障害と関係があった（Tachibana Oral Dis 2016）。また、睡眠時無呼吸症候群を改善すると

発達障害児の問題行動が改善することがわかった（Murata Res Dev Disabil 2017）。さらに PSG

検査を用いた正常睡眠データベースにおいて、日本の 25％もの若年成人が無症状にもかかわら

ず軽度の睡眠時無呼吸症候群であること、この潜在的睡眠時無呼吸症候群の発症頻度が欧米の
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若年成人と比べてはるかに多いことが分かった（Okura J Clin Sleep Med 2020）。したがって、

小児の顎顔面発達が良好な睡眠の維持に極めて重要な因子であり、さらに顎顔面発達状態の睡

眠への影響は成人の睡眠に影響を与えるため、日本人では痩身にもかかわらず睡眠時無呼吸症

候群の発生率が欧米並みであると考えた。そこで、睡眠と同様に、日常生活における子どもの

顎顔面発達は、咀嚼などの口腔機能の発達と大きく関連があると考えられているが、十分なエ

ビデンスがない。また、厚生労働省の調査においても、子どもの食べる機能の発達への関心は

高いが、客観的な評価指標やモニタリング手段がない。したがって、本研究で得られた成果か

ら、「眠る」「食べる」という日常生活で欠かせない機能のデータベース構築は極めて重要であ

るという発想にいたった。そこで、上記の成果と発想を新たな形で展開するために、国立研究

開発法人科学技術振興機構の未来社会創造事業の探索研究に応募した「幼少期の咀嚼機能が健

やかな発達をもたらす作用機序」が採択された（2020 年度～2022 年度）。これによって、子ど

もの「眠る」「食べる」生理機能の発達を見守り、乳幼児の発達と自立に向けた社会創成を促進

する科学的基盤を解明する取り組みに着手できた。 

 

➄体内での水素発生技術の開発と酸化ストレス性疾患の予防 

シリコン製剤は、当初は水素水を製造する一つの方法として開発された。しかし、一般的に電

解で製造される水素水に比較してシリコン製剤で製造する水素水のメリットが見いだされず、

またシリコン製剤を用いる水素水の製造では、低い水素発生速度のためにスループットが低く

これが大きなデメリットとなっていた。そこで、シリコン製剤を摂取して体内で水素発生を行

わせるという発想に至った。シリコン製剤は水と反応して水素を発生するが、その際に OH―イ

オンが触媒として働くため、酸性環境の胃では反応が進行せず、弱アルカリ性の膵液や腸液が

分泌される腸内で水素発生反応が進行するという特徴を持っている。この特徴を用いれば、吸

収効率が高くさらに外部に放出されにくい腸内で水素発生反応が起こると発想した。その上、

水素水の製造では低い水素発生反応速度はデメリットであったが、体内水素発生ではそのデメ

リットは長い水素発生持続時間を意味してメリットとなると予想した。これらの予想は的中し

て、腸内で持続的に大量の水素を発生できるシリコン製剤は、ヒドロキシルラジカルを効果的

に抑制でき、数々の酸化ストレス性の疾患を予防・治療できることが見出されてきた。シリコ

ン製剤の研究当初は、シリコン製剤から発生する水素分子がヒドロキシルラジカルと反応して

水を形成することによってヒドロキシルラジカルを消滅させると考えたが、その予想に反して

実験的にも計算科学からも水素分子とヒドロキシルラジカルの反応確率が低いことがわかって

きた。その反面、シリコン製剤は水素水に比較して格段に高い還元力を有することがわかって

きて、また水素発生反応に伴ってシリコン製剤の表面に弱く吸着している水素原子が生成する

ことが観測され、シリコン製剤の還元力の源はシリコン製剤の表面に存在する水素原子である

と考えるに至った。研究の入り口は水素水であった

が、結果的には水素水を否定する結果になった。 

 シリコン製剤では、腸内で発生する水素のみが吸

収されそれ自体は吸収されなく、さらに無味無臭で

あるため、医薬品、食品、サプリメント、ペットフ

ード、畜産等、多彩な用途があると考え、その社会

実装を行っている。前述したように、ペットフード、

人用サプリメントとしてはすでに製造販売が開始

されている。人用食材として現在大手企業 2社が、

シリコン製剤を検討中である。畜産用として、大手

企業 1社が検討している。医薬品としても、複数の

疾患について複数の製薬会社が検討を開始した。こ

のように、最初は水素水としての社会実装を考えた

が、これを遥かに超える大きな市場と人類に対する

高い貢献を目標とすることができるまでシリコン

製剤が成長しつつある。 
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1.2 自立的なプラットフォームの構築に向けた拠点の強み・資産の形成状況 

1.2.1 大阪大学のイノベーション・プラットフォームの構築 

■大阪大学の目指す姿

・個々人が社会寿命を延伸させ、その多様性を生かすことによって社会を支え、豊かで幸福な

人生をすべての人が享受出来る社会の実現を目指している。

・そのためには大学の、強みを活かした研究力を強化し、実践的な高等教育を通して社会を牽引

する人材を輩出することによって山積みしている社会課題を解決し、次世代の社会を変革する

組織に変貌を遂げる必要がある。

・それを実現するため、大学改革の基本コンセプトとして研究開発エコシステムを打ち立てた。

・大阪大学では、研究開発エコシステムの基本方針のもと、研究成果の社会実装と課題の分析に

よる研究力強化（新領域の創出）を進め、社会との共創を通じて社会変革を実現する。

■研究開発エコシステム

・本エコシステムは、研究現場から企業とともに共同研究し、その研究成果に対し、企業を通し

て社会実装を実現する部分

と社会実装することによっ

て新たな課題を見出し、そ

れを解決すべく大学の基礎

研究を新たに生み出す部分

から成り立っています。後

者から新たな学理や学術が

生み出される可能性は非常

に大きいと考えられる。

・前者の研究現場から企業と

共同研究をし、社会実装に

繋ぐところを担うのが未来

社会共創コンソーシアムで

ある。

・未来社会共創コンソーシア

ムでは、企業との大型共同

研究を目指し、そのための

共同研究テーマ創出に特

徴と強みがある。

■未来社会共創コンソーシ

アムの設置

社会課題や将来構想につ

いて産業界と大阪大学が探

索、検討し、解決策を探る 

・相談員は、研究内容から社

会実装までのシナリオまで

の評価ができるよう多様性

を考え、理系／文系の男女の

大学教員＋複数企業の研究

／事業経験者からなる計 16

名で構成（下表） 
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未来社会共創コンソーシアム相談員名簿（令和３年４月１日現在） 

所属  職 名  性別／出身 任 期  

法学研究科  総長補佐 （教授）  男／法学系  令和 2年 9月 1日～ 

連合小児発達学研究科  総長補佐 （教授）  女／医学系  令和 3年 4月 1日～ 

工学研究科  総長補佐 （教授）  男／工学系  令和 3年 9月 1日～ 

共創機構  機構長補佐  男／省庁  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  機構長補佐  男／省庁  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  機構長補佐  男／省庁  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  産学官連携 オフィス長  男／医学系  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  シニア・リサーチ・マネージャー  男／製薬会社  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  リサーチ・マネージャー 男／電気会社 令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  講師  男／学術系  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  特任教授  男／電気会社  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  特任教授（常勤）  男／ガス会社  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  特任講師（常勤）  女／医学系  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  シニア・リサーチ・マネージャー 男／電気会社  令和 2年 9月 1日～ 

共創機構  リサーチ・マネージャー  男／製薬会社  令和 2 年 10 月１日 

共創機構  リサーチ・マネージャー  男／製薬会社  令和 3年 4月１日～ 

 

■大型共同研究テーマ創出のプロセス 

・企業との大型共同研究を目指した研究テーマ創出は２つのプロセスがある。 

(i) 企業からの課題の相談内容から、課題全体を俯瞰し、企業と相談しながら共同研究のプ

ロジェクト化を進めていく方法。 

(ii) 大学自らの研究活動から研究テーマを創出し、大学の産学官連携関係の機能を駆使し、

複数企業に募ってプロジェクト化を進めていく方法 

・これらを進める上でプロセスの常態化を目指したものが共創イノベーション・プラットフォー

ムであり、それを実際に実行する部署が 2020 年 4 月に設立された産学官連携オフィスである。 

 

■産学官連携オフィスの設置 

・2020 年 4月より共創機構副機構長（金田副機構長）付で設置 

＜産学官連携オフィスのメインミッション＞、 

- 産学官連携のヘッドクオーター機能 ＋ 大学外部に対する窓口機能 

- 未来社会共創コンソーシアムの運営 

- ポスト COIテーマの推進 
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これらを通し、共創機構のハブとして産学官共創による組織・部局を越えた異業種の協働を 

通して、新たな社会的・学術的価値を創出し、研究開発エコシステムをさらに発展させる。 

■プラットフォームの具体的な活動経緯

(i) 企業からの相談の場合（令和２年４月始動）

・１研究者と１企業の共同研究では解決できない課題に対し、複数研究者、複数企業が分野

やセクターを超えて、産学・産産学連携型の共同研究プロジェクトの企画提案等を行う。

・相談会から検討会への一連の流れや料金規定を制度化し、運用を開始。

（ii）大学からの提案テーマの場合 

・2019 年 10月 〜 2022年 3月 共創機構でポスト COIテーマとして作用機序の基礎研究を実施

プロジェクト名：シリコン製剤による病態モデル改善の免疫学的機序の解析  

  代表研究者：医学研究科 竹田 潔教授 研究費： 各年度 1000万円（×3年=3000万円） 

・作用機序解明研究の結果

嫌気性菌に対する特異的な作用を発見。 

2つの疾患モデルマウスでの予防・治療効果を示す 

・2020 年 9月〜 オープンイノベーション機構の協力のもと企業との共同研究先の探索。

・2021年 4月 大手製薬メーカーより竹田先生の研究成果の再現性を確認するための FSの契約、

共同研究開始。確認後は本格共同研究に発展 
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1.2.2. 金沢大学のイノベーション・プラットフォームの構築 

 

■金沢大学の目指す姿 

・金沢大学では、2020年6月に全学的な大学改革プランとして「YAMAZAKIプラン2020 Next Stage」

を新たに策定し、「多様な価値観を持つ多様な人材が集まり、新たな価値が創造される場」を目

指して、様々な改革を推進している。 

・本プランの戦略 4では「社会実装までを見据えた多様なセクターと協働した研究展開」を挙げ、

「大学をハブとしたオープンイノベーションの推進」を掲げている。すなわち、イノベーション・

プラットフォームの構築を大学全体の改革方針としている。 

 

■社会共創プラットフォーム（金沢大学） 

・金沢大学では、2019 年 2 月に主に企業との連携を行う「先端科学・イノベーション推進機構」

と主に地域・自治体との連携を行う「地域連携推進センター」の 2 つの組織が発展的に融合し

て「先端科学・社会共創推進機構」を発足させた。 

・本機構の「総合マネジメント部門」には、URA23名を配置し、基礎研究から産学連携、地域連携

の支援までを行っている。 

・「社会共創プラットフォーム」において、社会共創の核となるプロジェクトを推進する。その際、

「総合マネジメント部門」から、プロジェクトに応じて必要な URAを張り付け、支援する。 

・組織対組織の産学連携プロジェクトの例では、企業または担当教員からの打診でスタートし、

プロジェクト戦略室における関連教員を交えた協議の上、研究担当理事の下にプロジェクトを

設置し、必要な URAを配置する。 
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・多くの場合、学長-社長のレベルでビジョンを共有し、研究担当理事-研究担当役員のレベルで

定期的な進捗管理を行う体制を取っている。プロジェクトの関連教員は 10名程度になり、それ

ら教員を複数の URAと担当事務部で支える体制となる。
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1.2.3 連携イノベーション・プラットフォームの構築 

⑴狙い

ＣＯＩ活動で培った連携を更に強固にし、更なる学術的価値の深耕と社会実装の加速を目的

に、大阪大学と金沢大学において、分野やセクターを超えた、「組織」対「組織」の部局間横

断の連携を実現し、顧客（地域、企業）からの課題に対し、魅力ある、実質的な産学共創によ

るオープンイノベーションを展開する

⑵形態

・すでに両大学とも独自のプラットフォームを構築中で、既存形態を維持して、連携する

・対象分野を絞り込んだ形で取組む（ex．乳幼児～学童児を対象）

・現状の各大学のプラットフォームをベースに各プラットフォームに顧客から提案があった

課題から、対象分野でテーマを検討する場を設定（仮称：連携サポート）

⑶マネジメント体制

・連携推進会議（意思決定機能）、連携サポートチーム（企画・運営サポート機能）を仮想組

織として設定する

・連携推進会議の役割

～2022 年 3月：➀連携分野の決定 

➁連携イノベーションＰＦの進め方骨子の策定・決定（体制、規約）

③2022年度テーマの設定、実行計画の承認

2022年 4月～ ：➀テーマの承認（連携サポートチームからのテーマ企画案の承認） 

➁予算獲得支援（テーマ予算化に向けての内外からの獲得支援）

③進捗状況の確認・アドバイス

・連携サポートチームの役割

➀連携分野人材マップの策定

➁設定分野における顧客からの課題の検討（課題検討会）

③当該研究者の選出と研究者・顧客を含めたプロジェクト化の検討

④プロジェクト計画の企画・立案と運営会議での承認や段取り

➄プロジェクト（共同研究開発）の推進サポート

⑥社会実装に向けたサポート

連携イノベーション・プラットフォームの体制 

⑷運営方法

➀課題相談～共同研究開発までのアプローチ

STEP0：各大学で企業・自治体などからの課題相談を受け、検討を開始
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 STEP1：連携対象分野の課題について、連携サポートチームでテーマ検討を実施 

 STEP2：候補テーマについて、各大学の専門研究者を交えて、プロジェクト化を検討 

 STEP3：連携推進会議において検討し、承認されたテーマについて共同研究を開始 

 

➁連携テーマ決定のプロセス 

 ・連携運営会議で採択されたテーマは両大学（関連部局）と依頼部門にて共同研究契約を 

  締結して推進する（下図） 

 

③連携テーマ候補 

 ・COIテーマ「乳幼児の快眠+自閉症児の社会性向上」を先行的な連携テーマとして 

扱い、大阪大学・金沢大学・加賀市の研究コンソーシアムを支援することで、連携 

ノウハウを蓄積し、特定臨床研究に繋げる 
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1.3 産学連携を効果的にするルール・運営方法の工夫 

⑴大阪大学

■未来社会共創コンソーシアムの運営方法

＜大阪大学 COI拠点における運営方法＞

・「組織」対「組織」の本格的産学共同研究開発において、知財の取り扱いが企業にとって最大の

関心事であり、そのルール決めが最も重要になる。 

・COI事業の活動においては、既に「組織」対「組織」の本格的産学共同研究開発の形態になって

おり、拠点ビジョンに基づいてテーマをグルーピングし、大学または国立研究所の方をリーダ

ーに複数企業を配した形態で研究開発を進める。

・その際、以下の２点を重点化した。

1. グループ内での研究成果が参画企業で事業化を可能にすること

2. 知財の維持費用は応分の負担であること

・上記 1.を実現させるため、COI 期間中はグループ参画企業は発明者でなくともグループ内で生

まれた知財の無償実施権が与えられるようにした。

・COI終了後は、グループ内の発明者でない参画企業には最恵待遇で対応する。

・以上が、これまでの大学と企業との共同研究の際に取り決められていた知財の取り扱いと最も

異なるところである。

＜未来社会共創コンソーシアムでの運営方法＞ 

・本コンソーシアムは、国立大学法人 大阪大学（大阪大学）が研究開発エコシステム（研究成果

を社会実装し、新たな問題点や研究課題を研究現場に戻し、そこで得られた研究成果を再び社

会に実装していくサイクルを回すシステム）構築の一環として設立するものである。

・COIの考えをもとに、基本方針として本コンソーシアムにおける知的財産取扱いの基本方針は、

次の２つの目標を両立することにある。  

（1）未来社会共創コンソーシアムで得られた知見を社会に最大限還元 

（2）参画企業・研究機関等のインセンティブの確保 

・上記２項目を達成するために、大学と企業が win-win の大型共同研究の実現のためにプロジェ

クト化するまでの間に研究内容から社会実装までのシナリオを産学官連携オフィスが中心に企

業と相談員が何度も打ち合わせをする。その際の特徴として企業または大学からの課題提案か

ら一度、課題を俯瞰するためポートフォリオ的にユニークなフレーム（例えば、時間軸 vs.課題

軸など）を構成し、初期の課題から課題群を構成し、それらの課題を解決する技術群も考慮し

て共同研究のシナリオを作成することである。このことにより企業がまだ気づいていない課題

なども含めて議論ができ、共同研究開始の決断に大きく貢献している。

⑵金沢大学

■資金の好循環

・2019年 2月に共同研究の管理運営費（間接経費率）を見直し、規程改定を行った。

・共同研究担当教員等人件費の直接経費への積算を可能とし、研究を遂行するために必要な間接

経費率を 5％から 20％～最大 45％（うち戦略的産学連携経費 10％）に見直した。

・民間資金獲得が増大することで、直接経費（人件費）算定額・間接経費・戦略的産学連携経費

など得られた資金の一部は、研究基盤の強化や研究支援を行う事務職員・技術職員・URA の増

員、若手研究・融合研究への投資などの財源となる。



B イノベーションが連続的に創出される自立的なプラットフォーム構築に向けた活動実績 

1 自立的なイノベーション・プラットフォームの構築について 

 140

1.4 自立的なプラットフォームの構想・設計・稼働の状況 

(1) （大阪大学イノベーション・プラットフォーム）

体制・組織の名称 大阪大学共創機構 未来社会共創コンソーシアム 

体制・組織の位置付け・種別 大学本部所属 

体制・組織の長の職位 副機構長：金田安史 理事・副学長（ＣＯＩ研究リーダー） 

運営資金（財源） ・財源：共創機構産学官連携オフィスの予算より充当 1.5億円

・収入の構成：インキュベーションまたはハンズオン期間

学内予算 100％、 

大型共同研究期間 民間資金 50％、学内資金 50％ 

・現時点(2021.10)：

(i) 企業からの相談から、共創課題検討会以降に発展

大手企業（製薬：2、材料：2、電機：3） 

(ii)大学活動からのテーマとして、COIより Si製剤の作用機序

解析をテーマとしてプラットフォームで研究開発（2019〜）

大手製薬企業と大学で FS契約し、共同研究に繋ぐ

・ COI終了時：

(i)プラットフォームの構築を終え、未来社会共創コンソーシアム

中心に企業との共同研究を通して社会実装に繋げる

(ii)大阪大学研究開発エコシステムには自治体連携活動もあり、

継続の COIテーマを発展させる

概要 ・本プラットフォームのミッションは大学の研究資産を企業との共

創によって大型研究開発に繋ぐべく、テーマのインキュベー

ション／ハンズオンと企業からの課題をもとに共同研究し、社会

実装を行い、大阪大学研究開発エコシステム実現に貢献。

・企業との共同研究において、バックキャスティングや知財の

扱いが COI活動を参考に作成している

(2) （金沢大学イノベーション・プラットフォーム）

体制・組織の名称 金沢大学先端科学・社会共創推進機構 社会共創プラットフォーム 

体制・組織の位置付け・種別 大学本部所属 

体制・組織の長の職位 機構長：和田隆志 理事（研究・社会共創担当）・副学長 

運営資金（財源） ・財源：先端科学・社会共創推進機構の予算より充当 0.5億円

・収入の構成：インキュベーションまたはハンズオン期間

学内予算 100％、 

大型共同研究期間 民間資金 50％、学内資金 50％ 

概要 ・本プラットフォームでは、社会実装までを見据えた多様なセクタ

ーと協働した研究を展開するため、URAの支援のもと、社会共創の

核となるプロジェクトを推進する。企業からの相談でスタートし

たテーマや COIテーマなどを取り扱う。

・COIテーマ「乳幼児の快眠+自閉症児の社会性向上」についても、

本プラットフォームのプロジェクトとして、大阪大学との連携で

推進する。

（３）アウトリーチ活動の実績

・大阪大学ＣＯＩ拠点の活動内容を広く一般に知っていただく、またご意見をいただく場づくり

と社会実装に向けた企業の探索の場として、プロジェクトの開始当初（2015年から）展示会へ

積極的に参加をしてきた。

・展示会を通じて、関心をいただいた、11社（参加企業以外）に対し、2022年 3月までに社会実

装に向けた技術移管を行うことができた。
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2.1 次代を担う若手等の多様な人材の育成・活躍促進の状況 

【大阪大学】 

⑴次世代の人材育成の考え方

マネジメント人材、研究・イノベーション人材に求められるものは、「教養」「国際性」

「デザイン力」のベースとなる素養を兼ね備え、更に

・専門を追求する力（常にサイエンスの追求する）

・異分野を融合する力（多様な知や技能を活用・融合する）

・社会と共創する力（産官学連携で複雑な社会課題に果敢に挑戦する）

を発揮できること。

⑵マネジメント人材の育成

・URAの育成・活躍の拡充に向け、研究戦略立案や研究者支援に加え、異分野融合研究の推進を

支援する体制を整備。強化すべき分野と位置付けている、生命医科学融合フロンティア研究、

共生知能システム研究、量子情報・量子生命研究の各拠点に URA を常駐し、新たな社会課題

を次なる研究課題へとつなげる役割と他大学や企業と連携した異分野融合研の拡大を担当。

⑶研究・イノベーション人材の育成

・ニューリーダーとしての若手研究者/助教層の養成を推進。特に専門領域を超えた超域研究リ

ーダー、専門分野を自在に組み合わせて推進できる複合域/融合領域研究リーダーの養成・登

用促進 

・ＣＯＩでの成果をもとに、JST創発事業・若手研究助成に採択され（図 4.2.3.3-2参照）、多

様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指して、既存の枠組

みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な多様な研究を、原則 7年間（最大 10年間）にわた

り長期的に推進する。

・企業・ビジネス化に関与する能力を育成するため、イノベーション創出のための人材育成プ

ログラム T-CEPなどへ参加し、シーズの新たな出口を探索、ビジネスモデル構築に向けた取

組みを行い、更に大阪大学ベンチャー創

成支援を受け、ベンチャーに結び付ける

取組みを推進。

⑷若手・女性等の多様な人材の育成（ダイバ

ーシティ＆インクルージョンの推進） 

平成 28年度に文部科学省「ダイバーシティ

研究環境イニシアティブ」に採択され、そ

の中で女性研究者循環型育成クラスターの

形成と拡大で、女性リーダーの育成、視野

拡大を推進。 

①女性研究者をプロジェクトリーダーとする

産学共同研究の推進

②女性リーダー及び次世代育成に向けた産学

協同教育の展開

③産学連携によるクロス・アポイントメント

の積極的活用
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⑸人材の好循環 

➀クロス・アポイントメントメント制度の促進 

 

  ➁産学連携が進む人事評価制度改革 

【金沢大学】 

(1)若手研究者の育成・支援 

金沢大学では、卓越研究員制度やテニュアトラック制度を活用し、優秀な若手研究者の雇用

を進めるとともに、学内ファンドへの積極的な応募を推奨し、若手研究者の自立を支援して

いる。学内ファンドである「自己超克プロジェクト」では若手研究者（45歳未満）による従

来の概念を越える新たな創造やイノベーションの源となる研究課題を、「先魁プロジェクト」

では本学の次世代を担うことが期待される研究グループ（40 歳未満の若手研究者を含める

ことが必須）を支援している。このように、本学には、若手研究者が段階的に研究を発展さ

せ得るに適した環境が整っている。 

また、先端科学・社会共創推進機構の URAが中心となり、研究企画、競争的資金獲得、産学

連携、知財等に関して、学内横断的な支援を行っている。特に経験の少ない若手研究者は URA

の支援を通じて、研究者としての総合力を高めることができる。 

(2)女性研究者の育成・支援 

2008年より科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成事業」、科学技術人材育成費補

助事業「女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」「ダイバーシティ研究環境実現イニシアテ

ィブ(牽引型)」等を活用し、女性研究者支援の基盤整備、北陸地域の女性研究者及びその支

援ネットワークの構築、ダイバーシティ研究環境の構築に積極的に取り組んできた。 

2015年に部局別女性教員採用比率を設定し、女性限定公募や、クロス・アポイントメント制

度を利用し、女性教員の採用を進めている。 
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男女共同参画推進担当学長補佐のもと、女性研究者のリーダー育成支援、出産・育児等によ

る研究中断からの復帰支援、研究活動のスタートを支援、女子学生のためのインターンシッ

プ支援など、女性研究者支援に多角的に取り組んでいる。 

(3)クロス・アポイントメントの実績 

 2015年にクロス・アポイントメント制度について、規程整備を行っている。2021年度にお

いて 12件の適用がある。 

(4)研究支援・マネジメント人材の育成・確保

2007 年に全国の大学に先駆けて URAを配置し、URAの職能団体である「RA協議会」の設立

を進めるなど、全国的な URA システムの普及・定着に貢献してきた。また、令和元年度科学

技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターに係る質保証制度の構築に向け

た調査研究」、令和 2 年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーター

の認定制度の実施に向けた調査・検証」を受託するなど、全国的な URA認定制度の構築に向

けた制度設計にも中心的に取り組んできた。このような実績のもと、「金沢大学における URA

の人材像の明確化」「評価方法・評価方針の明確化」「評価者側の質保証」で構成される金沢

大学における URA 評価制度（通称 URA 金沢モデル）の構築に取り組んでいる。評価に合わ

せたキャリアパスの明確化や URA の人事制度の改定にも取り組んでおり、優秀な研究支援・

マネジメント人材の育成・確保に繋げている。

【有期雇用→無期雇用転換実績、継続雇用の状況】 
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【若手連携研究ファンド・若手デジタルファンド】 

若手研究者の活躍の場を広げ、他拠点との連携・交流を深めることで、研究としての視野の

拡大とイノベーション人材としての資質を醸成 

【若手連携ファンド参加一覧】 
テーマ No. 連携テーマ 拠点間連携若手教員 
H29W03 ウエアラブル脳波計による感情喚起画像を用いた感性計

測の最適化に向けた基礎研究
金山範明 特任助教(広島大学) 
荒木徹平 助教（大阪大学） 

H29W04 トイレの溜まり水測定を目指したセンサーの開発および
水中に溶け出す糞便成分と健康状態との関係解明

山崎聖司 助教 (大阪大学) 
井上久美 講師 (東北大学) 

H30W05 低出生体重児の生理学的指標の解明と社会性獲得の評価
方法確立に向けた基礎研究 

吉村優子 准教授(金沢大学) 
長 和俊 准教授(北海道大学) 

H30W08 腸内フローラ判定トイレと改善サプリの開発 山崎聖司 助教 (大阪大学) 
井上久美 准教授 (東北大学) 
山村凌大 博士後期課程(北海道大学) 

H30W18 ORNi-PCR 法を利用した細菌叢の高解像度・低コスト解析法
の開発 

藤田敏次 准教授(弘前大学) 
元岡大佑 特任助教(大阪大学) 

H30W20 多角的バイオストレス評価にむけた超フレキシブル・ウエ
アラブルテラヘルツセンサの開発

荒木 徹平 助教（大阪大学） 
河野 行雄 准教授（東京工業大学） 

H30W21 ほぐして眠る：良質な睡眠獲得のための刺激技術の実証～
中医学的刺激法の導入に関する検討 

Jeong Hieyong 特任准教授(大阪大学) 
岡田志麻 准教授（立命館大学） 

H31W05 感染拡大抑制に寄与する迅速細菌遺伝子検査キットの開
発 

伊藤隆広 学術研究員(東北大学) 
山崎聖司 准教授(大阪大学) 
松山元樹 特定専門職員(北海道大学) 

H31W10 低出生体重児の客観的理解を目指した生理学的指標の解
明と睡眠介入プログラムの開発に向けた基盤研究 

吉村優子 准教授（金沢大学) 
長 和俊 准教授（北海道大学) 
日根幸太郎 助教（東邦大学) 
岡田志麻 准教授（立命館大学) 

H31W13 ほぐして眠る：良質な睡眠・緊張回復のための刺激技術の
開発〜中医学的刺激法の導入に関する研究 

Jeong Hieyong 特任准教授（大阪大学） 
岡田志麻 准教授 (立命館大学) 

H31W15 意欲溢れる自律社会の実現を目指した脳機能解明のため
の新規顕微鏡システム開発とその実証に向けた研究 

井上久美 准教授（東北大学） 
郭 媛元 助教（東北大学） 
荒木徹平 助教（大阪大学） 

H31W22 参加型アートワークショップの自閉スペクトラム症児童
生徒への効果検証と持続的開催に向けたシステム構築 

辻 和陽 特任准教授（金沢大学） 
駒米愛子 特任助手（東京芸術大学） 

R02W02 意欲溢れる自立社会の実現を目指した脳機能解明のため
の新規顕微鏡システム開発とその実証に向けた研究 

井上久美 准教授（山梨大学） 
荒木徹平 助教（大阪大学） 
郭 媛元 助教（東北大学） 

R02W08 感染拡大抑制に寄与する迅速細菌遺伝子検査キットの開
発 

伊藤隆広 学術研究員（東北大学） 
山崎聖司 准教授（大阪大学） 

R03W01 膵がんの発症・病期進行・治療応答性・生活の質と相関す
る細菌叢バイオマーカーおよび新規治療法の創出 

山村凌大 博士研究員（北海道大学)  
山崎聖司 准教授（大阪大学） 
大久保亮  室長(国立精神・神経医療研究
センター)

R03W02 下水疫学とメタゲノム解析を融合した革新的ｳｲﾙｽ感染症
流行検知ｼｽﾃﾑの創出 

元岡大祐 助教（大阪大学） 
北島正章 准教授（北海道大学） 

【若手デジタルファンド参加一覧】 
テーマ No. 連携テーマ 拠点間連携若手教員 
H30WD35 Cloudy画像のリアルタイム計測の実現を目指した AIアルゴリ

ズム開発に向けた調査研究 
Jeong Hieyong 特任准教授（大阪大
学） 

H30WD36 ディープラーニングを活用した感染症診断の高速化手法開発
に向けた調査研究 

元岡大祐 特任助教（大阪大学） 

H30WD37 細菌に関する健康・医療ビッグデータの活用 山崎聖司 助教（大阪大学） 
H30WD38 表情で人の活性度（疲労度）が診断できる AI の開発に向けた

調査研究 
谷川千尋 講師（大阪大学） 

H30WD39 幼児用脳磁図を用いた、幼児の言語発達に関わる神経ネットワ
ーク解明のための異文化間国際共同調査 

長谷川千秋 協力研究員（金沢大学） 

H30WD48 光環境制御を通した早産児向け睡眠アルゴリズム実践のため
の AI システム開発 

兼次洋介 研究員（北海道大学） 
池田尊司 助教（金沢大学） 
佐々木徹 (ユニ・チャーム） 

H30WD54 発達障がい児におけるコミュニケーション能力を芸術活動か
ら療育へ活用する為の効果実証と効果実証方法の確立 

駒米愛子 特任助手（東京芸術大学） 
田中早苗 特任助教（金沢大学） 

R1WD01 バクテリアに関する健康・医療ビッグデータの利活用 山崎聖司 准教授（大阪大学） 
R1WD07 表情で人の活性度(疲労度)が診断できる AI の開発 谷川千尋 講師（大阪大学） 
R1WD13 幼児用脳磁図を用いた、幼児の言語発達に関わる神経ネットワ

ーク解明のための日豪国際共同調査 
長谷川千秋 協力研究員（金沢大学） 

R1WD17 ディープラーニングを活用した病原体検出の高速化手法開発 元岡大祐 助教（大阪大学） 
R1WD18 発達障がい児におけるコミュニケーション能力を活かした芸

術活動の療育としての効果実証と効果実証方法の確立 
田中早苗 特任助教（金沢大学） 
辻 知陽 特任准教授（金沢大学） 
駒米愛子 特任助手（東京芸術大学） 

R2WD01 自閉スペクトラム症の脳内コミュニケーションの解明を目指
した日韓英国際共同研究 

An KyungMin 特任助教(金沢大学) 
廣澤 徹 特任助教（金沢大学） 
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2.2 人材の育成・人材循環整理表 

○人材の育成、人材循環整理表 ※大学等：大学・研究機関 単位：人

（人材の育成等の状況） 合計(H25-R3) 

昇格 
同一機関 30 

他機関 8 

定年制の取得 
同一機関 10 

他機関 5 

（出向・クロス・アポイントメントメント等の人事交流状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 3 

大学等→企業 2(2) 

企業→大学等 1 

※転籍出向や兼業は含みません。

（転籍等の人材流動の状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 13(3) 

大学等→企業 7 

企業→大学等 2 

（外国機関との滞在型研究交流の状況） 合計(H25-R3) 

短期 
派遣 5 

受入 8(1) 

2ヶ月以上 
派遣 7(4) 

受入 4(3) 
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