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磁石を自在に操りたい
その夢が研究の原動力

　　小学生の頃は鉄道や飛行機が好きで、エ
ンジニアの仕事に憧れていました。工学部に進路を決め、半導体で
有名な東北大学に進みました。そこでは電子工学・電気・通信・情報
を幅広く学び、半導体と物理を学べる研究室を探しました。大学院
時代に大野英男教授から、「半導体と磁石両方の性質を持つ材料の
研究をやらないか」と声を掛けていただいたことが、現在の研究への
道を開く第一歩となったのです。
　私が最終的に目指しているのは、「磁石を電気的に自由自在に操
る」ことです。磁石はハードディスクなどに使われており、多数並ん
だ小さな磁石のS極とN極を反転させることで情報を書き込んでいま
す。反転させるには電流を流して生じる磁界が必要ですが、磁石が小
型になる程、不要な部分にまで磁界ができ、余計な電流が流れてし
まいます。パソコンが熱を持つのも、電流が無駄に熱エネルギーに
なるためです。
　JSTさきがけ「ナノシステムと機能創発」領域では、電流を使わずに、
電気的に磁化方向を反転させようと考え、取り組んできました。絶縁
体の膜の上から磁石に電圧をかけると、電流は流れませんが、磁石の
性質が変わります。うまくいくと磁石の磁化が反転し、電流で反転させ
る方法に比べ約5000倍もの省エネルギーが可能になります。
　研究開発が進む次世代磁気メモリは、半導体メモリと比較して「書
き込み・読み出し」共に速く、書き込み回数も無限で壊れにくいとい
う特徴を持っています。また電池をほとんど消耗せず、電源を切って
もメモリが消えないため、実用化されれば、電源を入れると1秒とか

からずに起動するパソコンも可能になるかもしれません。私の研究も
次世代磁気メモリの開発への貢献を目指しています。

リニアモーターカーなどの
飛躍的な電力削減にも期待

　　研究の過程で、コバルト磁石の薄膜に絶縁
膜を介して電圧を加えることで、磁石の性質を消したり元に戻したり
できることを発見しました。物質の性質が変化することを、相転移と
呼びます。朝と夜の室温の違いで実験データが変化したことをきっ
かけに、室温周辺温度の違いで実験を進めたところ、10ボルトの電
圧をかけたとき、コバルト磁石の相転移温度が10℃変動するとわか
りました。金属の相転移温度を電気的に制御できることは世界で初
めての発見でした。磁石の相転移だけでなく、磁力の強弱も操作で
きるので、電磁石や磁界発生器などにも可能性が広がります。現在は
原子2個の厚さですが、より大きな磁石でも可能となれば、医療機器
のMRI、電気自動車やリニアモーターカーなど、幅広い分野で飛躍的
な電力削減が可能になるのでは̶と夢を見たりします。

多彩な交流から生まれる
思いがけない発見や発展

　　さきがけで所属している領域には、多彩な
分野の研究者がいます。半年に1度、3期生や他の領域の研究者と研
究会を開いていますが、知識の交流や、楽しい会話の中から研究の
ヒントが見つかったり、共同研究もスピーディーに進むという、うれ
しい経験が多々あります。交流時にヒントを得て、コバルト磁石の相
転移温度を飛躍的に発展させることもできました。人とのつながりや
コミュニケーションはとても大切だと改めて実感しています。国内外
の優秀な研究者と交流する機会が増えたことも、大きな刺激と励み
になっています。
　さきがけの研究者として、新しい発見や応用に近づくものを一つで
も多く見つけ出すことが私の使命と感じています。まずは現在の研
究課題について5年から10年をめどに確立できるよう、努力を続け
ていきたいと思います。
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今年9月に生まれたばかりの長男
と。「実家での出産・育児を終えた
妻と息子との新生活が11月から始
まります。研究と同じく、新米パパ
の方も頑張ります！」（千葉さん）

戦略的創造研究推進事業さきがけ ナノシステムと機能創発
研究課題「電界による磁化スイッチングの実現とナノスケールの磁気メモリの書込み手法への応用」

2012
November11

「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

最先端研究に
市民が自ら考え参加する町

ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞

統合化と情報共有の先に見える光

データベースが生命科学の未来を変える

「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

最先端研究に
市民が自ら考え参加する町

ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞

統合化と情報共有の先に見える光

データベースが生命科学の未来を変える
統合化と情報共有の先に見える光統合化と情報共有の先に見える光統合化と情報共有の先に見える光統合化と情報共有の先に見える光

データベースが生命科学の未来を変えるデータベースが生命科学の未来を変えるデータベースが生命科学の未来を変えるデータベースが生命科学の未来を変える

「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

最先端研究に最先端研究に最先端研究に最先端研究に

ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞

超省エネ・高速の
磁気メモリの実現へ

研究室で原子レベル
の薄さの磁石の膜を
積み上げる装置を使
い、超薄膜の磁石を
作製する千葉さん。

●千葉さんの詳しい研究内容を知りたい方はこちらへ
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20111003-2/
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20120607/

C O N T E N T S

表紙写真

滋賀県長浜市では、市民の健康づくりとゲノム疫学研究のた
めの「ながはま0次予防コホート事業」が1万人の市民参加を
得て行われている。写真は、市の観光スポット「黒壁スクエ
ア」の中心街の風景。手前は、市民の健康づくりを推進する
NPO法人「健康づくり0次クラブ」によるイベント告知ポス
ター（いきいき健康フェスティバル）と広報誌「げんき玉」。
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患者自身の軟骨細胞を活用する医療機器の製造・販売が承認
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　日本の強みの一つであるナノテクノロ
ジー・材料分野は、第4期科学技術基本計
画の中で、重要な科学技術の基盤として位
置づけられています。この分野は、環境・エ
ネルギーやライフサイエンス、情報通信な
どの他分野と融合することで新しい技術や
産業を生むけん引力を持っています。これ
を進めるためには、産学官の協働が欠かせ
ませんし、研究インフラを優秀な研究者、
技術者が自由に使えるような仕組みを整え
ることが必要です。

　JSTは文部科学省と、全国の大学等を“拠
点&ネットワーク化”する「センター・オブ・
イノベーション（COI）」を構築しようと検
討しています。全国でそれぞれ分野を定め、
世界と戦える産学連携研究開発拠点とサテ
ライト拠点を構築し、大学や研究機関の力
を活用して企業が事業化をリードする、トッ
プサイエンスから実用化を目指し、産学官
が協働して研究開発を集中的に実施するも
のです。
　“拠点&ネットワーク化”の先行事例とし

て、「物質の特性・機能を決める特定元素
の役割を理解し有効活用する」というコン
セプトのもと、JSTと文部科学省、経済産
業省は蜜に連携を取りながら元素戦略に関
するプロジェクトを進めています。今後、ナ
ノテクノロジー・材料分野に限らず、エネル
ギー・環境分野、ライフサイエンス分野等
における新たな研究開発システムをCOI構
想のもとで整備し、イノベーションの創出
を加速させたいと考えています。
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得て行われている。写真は、市の観光スポット「黒壁スクエ
ア」の中心街の風景。手前は、市民の健康づくりを推進する
NPO法人「健康づくり0次クラブ」によるイベント告知ポス
ター（いきいき健康フェスティバル）と広報誌「げんき玉」。

編集長 : 上野茂幸 /企画・編集 : 大内麻里・角野広治・中村江利子・浜島初美・渡辺美生 /制作・印刷 : 株式会社廣済堂

「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

最先端研究に
市民が自ら考え参加する町

5

ノーベル生理学・医学賞を
山中 伸弥 博士が受賞

3
特報

14社会にひろがる新技術 ～JSTの研究開発成果から～Vol.7
いよいよ「膝軟骨」の再生医療が実用化
患者自身の軟骨細胞を活用する医療機器の製造・販売が承認

16News Clip

　日本の強みの一つであるナノテクノロ
ジー・材料分野は、第4期科学技術基本計
画の中で、重要な科学技術の基盤として位
置づけられています。この分野は、環境・エ
ネルギーやライフサイエンス、情報通信な
どの他分野と融合することで新しい技術や
産業を生むけん引力を持っています。これ
を進めるためには、産学官の協働が欠かせ
ませんし、研究インフラを優秀な研究者、
技術者が自由に使えるような仕組みを整え
ることが必要です。

　JSTは文部科学省と、全国の大学等を“拠
点&ネットワーク化”する「センター・オブ・
イノベーション（COI）」を構築しようと検
討しています。全国でそれぞれ分野を定め、
世界と戦える産学連携研究開発拠点とサテ
ライト拠点を構築し、大学や研究機関の力
を活用して企業が事業化をリードする、トッ
プサイエンスから実用化を目指し、産学官
が協働して研究開発を集中的に実施するも
のです。
　“拠点&ネットワーク化”の先行事例とし

て、「物質の特性・機能を決める特定元素
の役割を理解し有効活用する」というコン
セプトのもと、JSTと文部科学省、経済産
業省は蜜に連携を取りながら元素戦略に関
するプロジェクトを進めています。今後、ナ
ノテクノロジー・材料分野に限らず、エネル
ギー・環境分野、ライフサイエンス分野等
における新たな研究開発システムをCOI構
想のもとで整備し、イノベーションの創出
を加速させたいと考えています。

JST理事長　中村道治“拠点&ネットワーク化”で新たな研究開発システムを

112012
November

統合化と情報共有の先に見える光

データベースが
生命科学の未来を変える

10

先駆ける科学人 Vol.7
超省エネ・高速の磁気メモリの実現へ
京都大学 化学研究所 材料機能化学研究系 ナノスピントロニクス 千葉 大地 准教授
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ヒトiPS細胞の作製 

受精卵

胚性幹細胞
（ES細胞）

神経細胞

細胞移植治療
（再生医療）への

応用など

心筋細胞 肝細胞

膵細胞

❸人工多能性幹細胞
（iPS細胞）

❶皮膚細胞
　をとる

❷４つの遺伝子を
　入れて培養

Oct 3/4
Sox2
c-Myc
Klf4

「目利き」によって見いだされた可能性
　山中博士とJSTとの関係は、2003年、JSTの戦略的創造研究推
進事業CRESTの研究領域「免疫難病・感染症等の先進医療技術」で、
山中博士の研究課題「真に臨床応用できる多能性幹細胞の樹立」が
採択されたことに始まった。この時、研究総括を務めていたのが、岸
本忠三 大阪大学名誉教授である。
　JSTの戦略的創造研究推進事業の大きな特徴の一つに、研究者の
選抜について研究総括が大きな力を持っている点が挙げられる。アド
バイザーの存在はあるが、最後は研究総括の責任において決定され
る。そのため合議制の選抜方式と違い、研究総括の「目利き」の力に
よる、いわば冒険的な人材選びが可能なのだ。こうした環境の中で、
40代の若き研究者だった山中博士もその可能性を見いだされ、世界
を驚かす成果を発表していった。

CRESTでマウス、ヒトのiPS細胞樹立に成功
　山中博士は03年10月～ 09年3月の約5年半、CREST「真に臨
床応用できる多能性幹細胞の樹立」の研究代表者として、ES細胞と
は全く異なるアプローチによる多能性幹細胞の樹立を目指した研究
を推進した。06年8月、マウスの皮膚細胞から多能性幹細胞を樹立
することに成功したがこの第1世代マウスiPS細胞は遺伝子の発現
パターンがES細胞とは少し異なること、分化能力がES細胞よりも
劣ることなど有用性に疑問の声が出た。そこで山中博士は作製手法
に工夫を重ねて07年6月、ES細胞に匹敵する第2世代マウスiPS細
胞を開発した。そして、そのわずか5か月後の07年11月には世界の

研究者に先駆けてヒトの皮膚細胞からヒトiPS細胞を樹立すること
に成功した。
　この成果は世界中のメディアによって報じられ、米国はただちに
iPS細胞研究の支援を開始、欧州ではこの成功を称賛するローマ
法王庁の声明も出された。

All Japanで研究の進展をバックアップ
　こうした快挙を受けて、JSTではiPS細胞研究を緊急支援する「山
中iPS細胞特別プロジェクト」（08年4月～13年3月）を立ち上げ、支
援体制を強化した。更に、「オール・ジャパンの研究体制が必要。私
たちだけでは米国に追い抜かれてしまう」との山中博士の訴えに応え、
文部科学省を始め省庁を横断した国を挙げての支援に乗り出した。
　かつてない強力な支援体制を得て、山中博士を中心とするiPS細胞
研究は「真に臨床応用できる」段階へと確実に近づいている。山中博
士らの研究グループは08年10月にはウイルスを用いずに必要な因子
を導入してiPS細胞を樹立することに成功、11年6月には発がん遺伝
子c-Mycを用いずに転写因子Glis1の導入によりマウス/ヒトiPS細
胞を高効率に作製することに成功した。また、10年4月に設立された
京都大学 iPS細胞研究所（所長：山中伸弥博士）が中心となり、特許
の取得や知的財産の管理も行われている。
　更に臨床応用の実現に向けて、山中博士は「iPS細胞ストック」の設
立やiPS細胞を利用する際のガイドラインづくりなど、患者の立場に
立った環境整備にも取り組んでいる。
　臨床応用を待ち望む多くの患者への使命感を胸にまい進する山中
博士の思いに、JSTも引き続き“オールJST体制”で応えていきたい。

ノーベル生理学・医学賞 を山中 伸弥 博士が受賞
本年のノーベル生理学・医学賞を、山中 伸弥 博士（京都大学 iPS細胞研究所 所長）が
受賞した。今回の受賞は、山中博士の研究チームによる「成熟細胞が初期化され、多能
性を獲得しうる現象の発見」＝人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立に対して贈られるも
のである。JSTは2003年度の戦略的創造研究推進事業CRESTでの山中博士を研究
代表者とするプロジェクトを始めとして、現在まで、生命科学の世界に革命をもたらす山
中博士の研究を支援し続けてきた。iPS細胞技術は再生医療や難病治療などの臨床応用
への強い期待が寄せられている。世界が認めた日本発の成果が、更なる革命的な成果を
生み出すための偉大な一歩となることを願いたい。

山中 伸弥（やまなか・しんや）博士 略歴
京都大学iPS細胞研究所 所長、Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, Visiting Scientist、
博士（医学）、医師
1987年神戸大学医学部卒業後、国立大阪病院 臨床研修医、93年大阪市立大学大学院医学研究科
博士課程修了、93年Gladstone Institute, Postdoctoral Fellow, University of California San 
Francisco, Research Fellow、96年日本学術振興会 特別研究員、大阪市立大学医学部薬理学教
室 助手、99年奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター 助教授、2003年同センター 
教授、04年京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野 教授、07年同大学物質-細胞統合システム
拠点 教授、08年同拠点iPS細胞研究センター センター長を経て10年から現職。

JSTでは1990年代半ばからいち早く幹細胞関連研究の包括

的な支援を行っており、山中博士らによるiPS細胞技術の開発

を始めとする数々の成果の創出に貢献しています。

1995-2002 CREST「生命活動のプログラム」
1998-2003 ERATO「近藤誘導分化プロジェクト」
2000-2007 CREST「生物の発生・分化・再生」
2001-2008 CREST「免疫難病・感染症などの先進医療技術」
2001-2007 CREST「医療に向けたバイオ素子・システムの創製」
2005-2008 委託開発「細胞自動培養システム」
2007-2012 ERATO「中内幹細胞制御プロジェクト」
2008-2012 「山中iPS細胞特別プロジェクト」
2008-2015 CREST「iPS細胞作製・制御などの医療基盤技術」
2008-2015 さきがけ「iPS細胞と生命機能」
2009- S-イノベ「iPSを核とする細胞を用いた
 医療産業の構築」
2009- JST-CIRM 共同研究プログラム
2009- 戦略的国際科学技術協力推進事業「幹細胞および
 脳の領域におけるイスラエルとの研究交流」
2012- 国際科学技術共同研究推進事業
 「『幹細胞のエピジェネティクス』領域での
 カナダとの共同開発プログラム」

　京都大学教授 山中伸弥博士がノーベル生理学・医学賞を受賞される
ことに対して、心からお喜び申し上げます。
　今回の山中博士の受賞は、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を世界に先
駆けて樹立し、医療に有用な多能性幹細胞を自在に作製し、発展させた
ことが高く評価されたものです。
　JSTは、2003年から山中博士に対して研究を支援してきました。その
中で、06年にiPS細胞が生まれました。その研究成果に大きな衝撃を受
けた諸外国は、国を挙げてiPS細胞の研究を取り組むなど国際的な研究
競争が開始されました。JSTは、その後更に、山中博士やiPS細胞研究に
対して一段の強力な支援を展開したことによって、現在ではiPS細胞の研
究は大きな進展を見せるようになりました。
　こうした研究支援をしてきたJSTの立場からみると、山中博士の成果
は、二つの意義があるといえます。
　一つ目は、iPS細胞を用いて、難病の原因を解明することにより、ALS（筋
萎縮性側索硬化症）などの治療への展開が進むことです。更に加齢が原
因で起こる「加齢黄斑変性」という目の病気で世界初の臨床研究が日本
で計画されるなど、自らの細胞による「夢の再生治療」が実現しようとし
ています。これらはいずれも大きな「医療革命」をもたらそうとしています。
　二つ目は、山中博士の成果は、サイエンス（基礎研究）からイノベーショ
ン（社会変革）を目指しているわが国の科学技術政策の代表的な成功例

といえます。このノーベル賞受賞を機に、他の分野でも「課題達成型基礎
研究」に一層の弾みがつくことを期待しています。
　JSTでは今後も日本発のiPS細胞研究の発展に貢献するだけでなく、
科学技術全体の発展に貢献できるよう、なお一層の努力を払ってまいり
ます。
 2012年10月8日

独立行政法人科学技術振興機構　理事長　中村 道治

山中伸弥博士　ノーベル生理学・医学賞受賞をお祝いしてJSTの幹細胞関連研究支援

「iPS細胞」とは？
山中博士の研究チームは、マウスやヒトの皮膚に由来する線維芽
細胞に4種類の遺伝子（Oct 3/4、Sox2、c-Myc、Klf4）を組み
合わせて導入することで、ES細胞と同様に神経細胞や心筋細胞、
脂肪細胞、軟骨などあらゆる組織や臓器へと成長する、高い増殖
能力と分化能力を持つ幹細胞（多能性幹細胞）を樹立することに

成功し、この細胞を「人工多能性幹細胞（induced pluripotent 
stem cell＝iPS細胞）」と命名した。皮膚細胞を利用するiPS細胞
は、1度分化した細胞は初期化しないとされたこれまでの常識を覆
すものだ。また、生殖細胞（受精卵）を利用する胚性幹細胞（ES細
胞）が抱える倫理的問題をクリアする幹細胞として世界中から注目
を集めており、がんを始めとする難病のメカニズム解明や創薬、再
生医療などへの応用が期待されている。

山中博士（中央）とJST中村理事長（左）、京都大学松本紘総長（右）

特報

山中博士の研究の足跡とJST

　JST研究開発戦略センター（CRDS）で
は、政策形成・実施の過程において科学と
政府が果たすべき役割および責任の在り方
について、数年前から検討を進めてきました。
その成果を今年3月に政府に対する戦略提
言「政策形成における科学と政府の役割及
び責任に係る原則試案」として取りまとめまし
た。このたび、本検討をもとに今後日本が進
めていくべき取り組みについて論じた、有本
建男政策研究大学院大学教授 兼CRDS副セ
ンター長と佐藤靖CRDSフェローによる論説

“Rebuilding Public Trust in Science for 
Policy-Making”が、米国サイエンス誌2012
年9月7日号に掲載されました。
　本論説では、東日本大震災および東京電力
福島第一原子力発電所事故の発生後、政府お
よび科学者コミュニティーの役割と責任が問
われたことを記し、科学技術に対する信頼が
損なわれたことを示す世論調査の結果を明ら
かにしました。また、科学者コミュニティーと
政府をつなぐ有効なシステムの構築が課題で
あると論じました。そして政策形成・実施の過

程における政府と科学の関係に関する行動規
範を策定し、教育訓練を実施するなどの、必
要な取り組みを進めるべきであると指摘して
います。
　そのほか、科学と政策形成との間の適切な
関係の構築を目指した近年の海外の取り組み
や最近の日本における動きを紹介しました。
その上で、今後は科学と政治・行政に関する
ルールづくりが進んでいくことが望まれる、そ
うした取り組みは各国の緊密な連携のもとで
行われるべきであると述べています。

政策形成・実施の過程における
科学と政治・行政との関係に関する論説を発表しました

N E W S 4

研究成果

　JSTバイオサイエンスデータベースセンター
（NBDC）では、毎年10月5日を「ト

1 0 5

ーゴーの日」
とし、ライフサイエンス分野のデータベース統
合にまつわる問題を共に考え、議論を深めるシ
ンポジウムを、情報・システム研究機構 ライフ
サイエンス統合データベースセンター、医薬基
盤研究所、農業生物資源研究所、産業技術総
合研究所と共同で開催しています。第3回目と
なる今年は、時事通信ホール（東京・銀座）を
会場に、「ライフサイエンスデータベース統合
の医学への応用を探る」と題して、大規模なヒ

トに由来するデータを扱う上での情報技術や
倫理面の課題、研究事例等について専門家に
よる講演が9件行われました。シンポジウムに
は学界や産業界の研究者や学生、府省関係者
等の多様な参加者が約250名集まり、ヒトに由
来するデータを共有するために必要な技術や
制度について活発な議論が繰り広げられまし
た。また、併設されたポスター発表では、54件
の発表が行われ、各研究領域におけるデータ
ベース統合の状況が報告されました。
　本シンポジウムで発表されたNBDCの取り

組みの一部は本誌特集2（P10～13）で紹介
しています。

「トーゴーの日シンポジウム2012 ～ライフサイエンスデータベース統合の
医学への応用を探る」を開催しました

N E W S 5

開催報告

ポスター発表の会場にも多くの参加者が訪れた。

　「J-GLOBAL」は、「つながる、ひろがる、ひ
らめく」をコンセプトにした科学技術情報専門
の検索サイトです。その大きな特徴は、文献、
特許、研究者、研究課題など、異なる種類の科
学技術情報を関連付けながら横断的に検索で
きる点にあります。例えば、論文情報から著者
や関連する特許、研究機関の情報などを次々
にたどって探索することができます。そのため、
一つの種類の情報だけでは得られない意外な
気づきや新たな発想からイノベーションの扉が
開かれることが期待できます。
　J-GLOBALは、研究者約22万人、研究課題

約6万件、文献約3,175万件、研究機関約32
万件、特許約964万件など、国内最大級の情
報を収録しています（収録数は9月1日現在）。
2009年からベータ版として試行公開してきま
したが、その間利用者から寄せられた要望に
応える検索画面の使いやすさの向上、科学技
術用語を体系化した「シソーラスmap」の搭載、
収録情報の量と質の充実など、大幅な改善を
加えて9月26日にリニューアルし、正式公開を
開始しました。今後も収録情報の充実や外部サ
イトとの連携強化、機能向上を進め、イノベー
ション創出に貢献することを目指します。

情報をつなげて、イノベーションの扉を開く
科学技術総合リンクセンター「J-GLOBAL」をリニューアル
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リニューアル

J-GLOBAL  http://jglobal.jst.go.jp/



ヒトiPS細胞の作製 
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「目利き」によって見いだされた可能性
　山中博士とJSTとの関係は、2003年、JSTの戦略的創造研究推
進事業CRESTの研究領域「免疫難病・感染症等の先進医療技術」で、
山中博士の研究課題「真に臨床応用できる多能性幹細胞の樹立」が
採択されたことに始まった。この時、研究総括を務めていたのが、岸
本忠三 大阪大学名誉教授である。
　JSTの戦略的創造研究推進事業の大きな特徴の一つに、研究者の
選抜について研究総括が大きな力を持っている点が挙げられる。アド
バイザーの存在はあるが、最後は研究総括の責任において決定され
る。そのため合議制の選抜方式と違い、研究総括の「目利き」の力に
よる、いわば冒険的な人材選びが可能なのだ。こうした環境の中で、
40代の若き研究者だった山中博士もその可能性を見いだされ、世界
を驚かす成果を発表していった。

CRESTでマウス、ヒトのiPS細胞樹立に成功
　山中博士は03年10月～ 09年3月の約5年半、CREST「真に臨
床応用できる多能性幹細胞の樹立」の研究代表者として、ES細胞と
は全く異なるアプローチによる多能性幹細胞の樹立を目指した研究
を推進した。06年8月、マウスの皮膚細胞から多能性幹細胞を樹立
することに成功したがこの第1世代マウスiPS細胞は遺伝子の発現
パターンがES細胞とは少し異なること、分化能力がES細胞よりも
劣ることなど有用性に疑問の声が出た。そこで山中博士は作製手法
に工夫を重ねて07年6月、ES細胞に匹敵する第2世代マウスiPS細
胞を開発した。そして、そのわずか5か月後の07年11月には世界の

研究者に先駆けてヒトの皮膚細胞からヒトiPS細胞を樹立すること
に成功した。
　この成果は世界中のメディアによって報じられ、米国はただちに
iPS細胞研究の支援を開始、欧州ではこの成功を称賛するローマ
法王庁の声明も出された。

All Japanで研究の進展をバックアップ
　こうした快挙を受けて、JSTではiPS細胞研究を緊急支援する「山
中iPS細胞特別プロジェクト」（08年4月～13年3月）を立ち上げ、支
援体制を強化した。更に、「オール・ジャパンの研究体制が必要。私
たちだけでは米国に追い抜かれてしまう」との山中博士の訴えに応え、
文部科学省を始め省庁を横断した国を挙げての支援に乗り出した。
　かつてない強力な支援体制を得て、山中博士を中心とするiPS細胞
研究は「真に臨床応用できる」段階へと確実に近づいている。山中博
士らの研究グループは08年10月にはウイルスを用いずに必要な因子
を導入してiPS細胞を樹立することに成功、11年6月には発がん遺伝
子c-Mycを用いずに転写因子Glis1の導入によりマウス/ヒトiPS細
胞を高効率に作製することに成功した。また、10年4月に設立された
京都大学 iPS細胞研究所（所長：山中伸弥博士）が中心となり、特許
の取得や知的財産の管理も行われている。
　更に臨床応用の実現に向けて、山中博士は「iPS細胞ストック」の設
立やiPS細胞を利用する際のガイドラインづくりなど、患者の立場に
立った環境整備にも取り組んでいる。
　臨床応用を待ち望む多くの患者への使命感を胸にまい進する山中
博士の思いに、JSTも引き続き“オールJST体制”で応えていきたい。

ノーベル生理学・医学賞 を山中 伸弥 博士が受賞
本年のノーベル生理学・医学賞を、山中 伸弥 博士（京都大学 iPS細胞研究所 所長）が
受賞した。今回の受賞は、山中博士の研究チームによる「成熟細胞が初期化され、多能
性を獲得しうる現象の発見」＝人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立に対して贈られるも
のである。JSTは2003年度の戦略的創造研究推進事業CRESTでの山中博士を研究
代表者とするプロジェクトを始めとして、現在まで、生命科学の世界に革命をもたらす山
中博士の研究を支援し続けてきた。iPS細胞技術は再生医療や難病治療などの臨床応用
への強い期待が寄せられている。世界が認めた日本発の成果が、更なる革命的な成果を
生み出すための偉大な一歩となることを願いたい。

山中 伸弥（やまなか・しんや）博士 略歴
京都大学iPS細胞研究所 所長、Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, Visiting Scientist、
博士（医学）、医師
1987年神戸大学医学部卒業後、国立大阪病院 臨床研修医、93年大阪市立大学大学院医学研究科
博士課程修了、93年Gladstone Institute, Postdoctoral Fellow, University of California San 
Francisco, Research Fellow、96年日本学術振興会 特別研究員、大阪市立大学医学部薬理学教
室 助手、99年奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター 助教授、2003年同センター 
教授、04年京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野 教授、07年同大学物質-細胞統合システム
拠点 教授、08年同拠点iPS細胞研究センター センター長を経て10年から現職。

JSTでは1990年代半ばからいち早く幹細胞関連研究の包括

的な支援を行っており、山中博士らによるiPS細胞技術の開発

を始めとする数々の成果の創出に貢献しています。

1995-2002 CREST「生命活動のプログラム」
1998-2003 ERATO「近藤誘導分化プロジェクト」
2000-2007 CREST「生物の発生・分化・再生」
2001-2008 CREST「免疫難病・感染症などの先進医療技術」
2001-2007 CREST「医療に向けたバイオ素子・システムの創製」
2005-2008 委託開発「細胞自動培養システム」
2007-2012 ERATO「中内幹細胞制御プロジェクト」
2008-2012 「山中iPS細胞特別プロジェクト」
2008-2015 CREST「iPS細胞作製・制御などの医療基盤技術」
2008-2015 さきがけ「iPS細胞と生命機能」
2009- S-イノベ「iPSを核とする細胞を用いた
 医療産業の構築」
2009- JST-CIRM 共同研究プログラム
2009- 戦略的国際科学技術協力推進事業「幹細胞および
 脳の領域におけるイスラエルとの研究交流」
2012- 国際科学技術共同研究推進事業
 「『幹細胞のエピジェネティクス』領域での
 カナダとの共同開発プログラム」

　京都大学教授 山中伸弥博士がノーベル生理学・医学賞を受賞される
ことに対して、心からお喜び申し上げます。
　今回の山中博士の受賞は、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を世界に先
駆けて樹立し、医療に有用な多能性幹細胞を自在に作製し、発展させた
ことが高く評価されたものです。
　JSTは、2003年から山中博士に対して研究を支援してきました。その
中で、06年にiPS細胞が生まれました。その研究成果に大きな衝撃を受
けた諸外国は、国を挙げてiPS細胞の研究を取り組むなど国際的な研究
競争が開始されました。JSTは、その後更に、山中博士やiPS細胞研究に
対して一段の強力な支援を展開したことによって、現在ではiPS細胞の研
究は大きな進展を見せるようになりました。
　こうした研究支援をしてきたJSTの立場からみると、山中博士の成果
は、二つの意義があるといえます。
　一つ目は、iPS細胞を用いて、難病の原因を解明することにより、ALS（筋
萎縮性側索硬化症）などの治療への展開が進むことです。更に加齢が原
因で起こる「加齢黄斑変性」という目の病気で世界初の臨床研究が日本
で計画されるなど、自らの細胞による「夢の再生治療」が実現しようとし
ています。これらはいずれも大きな「医療革命」をもたらそうとしています。
　二つ目は、山中博士の成果は、サイエンス（基礎研究）からイノベーショ
ン（社会変革）を目指しているわが国の科学技術政策の代表的な成功例

といえます。このノーベル賞受賞を機に、他の分野でも「課題達成型基礎
研究」に一層の弾みがつくことを期待しています。
　JSTでは今後も日本発のiPS細胞研究の発展に貢献するだけでなく、
科学技術全体の発展に貢献できるよう、なお一層の努力を払ってまいり
ます。
 2012年10月8日

独立行政法人科学技術振興機構　理事長　中村 道治

山中伸弥博士　ノーベル生理学・医学賞受賞をお祝いしてJSTの幹細胞関連研究支援

「iPS細胞」とは？
山中博士の研究チームは、マウスやヒトの皮膚に由来する線維芽
細胞に4種類の遺伝子（Oct 3/4、Sox2、c-Myc、Klf4）を組み
合わせて導入することで、ES細胞と同様に神経細胞や心筋細胞、
脂肪細胞、軟骨などあらゆる組織や臓器へと成長する、高い増殖
能力と分化能力を持つ幹細胞（多能性幹細胞）を樹立することに

成功し、この細胞を「人工多能性幹細胞（induced pluripotent 
stem cell＝iPS細胞）」と命名した。皮膚細胞を利用するiPS細胞
は、1度分化した細胞は初期化しないとされたこれまでの常識を覆
すものだ。また、生殖細胞（受精卵）を利用する胚性幹細胞（ES細
胞）が抱える倫理的問題をクリアする幹細胞として世界中から注目
を集めており、がんを始めとする難病のメカニズム解明や創薬、再
生医療などへの応用が期待されている。

山中博士（中央）とJST中村理事長（左）、京都大学松本紘総長（右）

特報

山中博士の研究の足跡とJST

　JST研究開発戦略センター（CRDS）で
は、政策形成・実施の過程において科学と
政府が果たすべき役割および責任の在り方
について、数年前から検討を進めてきました。
その成果を今年3月に政府に対する戦略提
言「政策形成における科学と政府の役割及
び責任に係る原則試案」として取りまとめまし
た。このたび、本検討をもとに今後日本が進
めていくべき取り組みについて論じた、有本
建男政策研究大学院大学教授 兼CRDS副セ
ンター長と佐藤靖CRDSフェローによる論説

“Rebuilding Public Trust in Science for 
Policy-Making”が、米国サイエンス誌2012
年9月7日号に掲載されました。
　本論説では、東日本大震災および東京電力
福島第一原子力発電所事故の発生後、政府お
よび科学者コミュニティーの役割と責任が問
われたことを記し、科学技術に対する信頼が
損なわれたことを示す世論調査の結果を明ら
かにしました。また、科学者コミュニティーと
政府をつなぐ有効なシステムの構築が課題で
あると論じました。そして政策形成・実施の過

程における政府と科学の関係に関する行動規
範を策定し、教育訓練を実施するなどの、必
要な取り組みを進めるべきであると指摘して
います。
　そのほか、科学と政策形成との間の適切な
関係の構築を目指した近年の海外の取り組み
や最近の日本における動きを紹介しました。
その上で、今後は科学と政治・行政に関する
ルールづくりが進んでいくことが望まれる、そ
うした取り組みは各国の緊密な連携のもとで
行われるべきであると述べています。

政策形成・実施の過程における
科学と政治・行政との関係に関する論説を発表しました
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研究成果

　JSTバイオサイエンスデータベースセンター
（NBDC）では、毎年10月5日を「ト

1 0 5

ーゴーの日」
とし、ライフサイエンス分野のデータベース統
合にまつわる問題を共に考え、議論を深めるシ
ンポジウムを、情報・システム研究機構 ライフ
サイエンス統合データベースセンター、医薬基
盤研究所、農業生物資源研究所、産業技術総
合研究所と共同で開催しています。第3回目と
なる今年は、時事通信ホール（東京・銀座）を
会場に、「ライフサイエンスデータベース統合
の医学への応用を探る」と題して、大規模なヒ

トに由来するデータを扱う上での情報技術や
倫理面の課題、研究事例等について専門家に
よる講演が9件行われました。シンポジウムに
は学界や産業界の研究者や学生、府省関係者
等の多様な参加者が約250名集まり、ヒトに由
来するデータを共有するために必要な技術や
制度について活発な議論が繰り広げられまし
た。また、併設されたポスター発表では、54件
の発表が行われ、各研究領域におけるデータ
ベース統合の状況が報告されました。
　本シンポジウムで発表されたNBDCの取り

組みの一部は本誌特集2（P10～13）で紹介
しています。

「トーゴーの日シンポジウム2012 ～ライフサイエンスデータベース統合の
医学への応用を探る」を開催しました
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開催報告

ポスター発表の会場にも多くの参加者が訪れた。

　「J-GLOBAL」は、「つながる、ひろがる、ひ
らめく」をコンセプトにした科学技術情報専門
の検索サイトです。その大きな特徴は、文献、
特許、研究者、研究課題など、異なる種類の科
学技術情報を関連付けながら横断的に検索で
きる点にあります。例えば、論文情報から著者
や関連する特許、研究機関の情報などを次々
にたどって探索することができます。そのため、
一つの種類の情報だけでは得られない意外な
気づきや新たな発想からイノベーションの扉が
開かれることが期待できます。
　J-GLOBALは、研究者約22万人、研究課題

約6万件、文献約3,175万件、研究機関約32
万件、特許約964万件など、国内最大級の情
報を収録しています（収録数は9月1日現在）。
2009年からベータ版として試行公開してきま
したが、その間利用者から寄せられた要望に
応える検索画面の使いやすさの向上、科学技
術用語を体系化した「シソーラスmap」の搭載、
収録情報の量と質の充実など、大幅な改善を
加えて9月26日にリニューアルし、正式公開を
開始しました。今後も収録情報の充実や外部サ
イトとの連携強化、機能向上を進め、イノベー
ション創出に貢献することを目指します。

情報をつなげて、イノベーションの扉を開く
科学技術総合リンクセンター「J-GLOBAL」をリニューアル
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　未来の医学に貢献する
　ゲノムコホート研究が始動
　人はなぜ病気になるのか。たとえ同じ病気
でも、その原因は人それぞれ異なり、突き止
めることは容易ではない。そこで、たくさん
の人を調べることにより一定の法則を見いだ
し、個人レベルではわからない病気の因果関
係を明らかにしようという研究が進められて
いる。これが「疫学」である。そして、その因
果関係をゲノム（遺伝子情報）にまで深めて
いく研究が「ゲノム疫学」と呼ばれるものだ。
　例えば、タバコを吸っていても、肺がんに
なる人とならない人がいる。これは生活習慣
の違いだけでなく、個人の遺伝子の違いが
関係していると考えられる。つまり、どんな
遺伝子情報が病気のリスクを高めるかを解
明できれば、新しい予防法や治療法を確立
できる。そのためには、大勢の人間集団の長
期にわたる生活習慣、健康診断（健診）検査

データ、血液などの試料を集め、調査する必
要がある。こうして継続的に未来に向って疾
病発生過程を追跡するのが「コホート」とい
われる研究手法だ。
　京都大学大学院医学研究科は、2000年
に日本で最初のパブリックヘルス（公衆衛生
学）領域の専門大学院として社会健康医学
系専攻を設けるなど、疫学研究にも重点を
置いている。05年頃から、予防医学を更に
発展させていくにはゲノムコホート研究が不
可欠だと考えるようになり、長期にわたるコ
ホート研究を行うために最適な地域を探して
いた。そこで、白羽の矢を立てたのが滋賀県
長浜市だった。
　長浜市が選ばれた大きな理由の一つに、
一定の人口規模がありながら人口移動が比
較的少ない点が挙げられる。これは10年、
20年先まで同じ人達を追跡調査するには非
常に重要だ。また、市民が伝統的に地域活動
を重んじ、日本三大山車祭として有名な長浜

曳山まつりを始めとするお祭りなどにも熱心
で協力的であること、市民活動の一環として

「1,000人献血運動」を行うなど医療への意

最先端研究に
市民が自ら考え参加する町

「医学の発展」と「市民の健康づくり」を目的として、滋賀県長浜市と京都大学が始めたゲノム疫学研究プロジェクト。大学と自治体、市民1万人が参
加して行われるこの事業では、人権尊重と個人情報保護のために、日本初の独自ルールが制定された。歴史深い町、長浜でのゲノム研究と市民と
いう新しいつながりが、プロジェクトの進展と健康な町づくりを後押ししている。

RISTEX「科学技術と人間」研究開発領域 研究開発プロジェクト「地域に開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」

「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

長浜市

琵琶湖

琵琶湖畔より琵琶湖八景の一つに数えられる竹生島を望む

祭りの盛んな長浜市伝統の曳山を展示した曳山博物館

長浜市のメインストリート「黒壁スクエア」

湖北平野の彼方にそびえる滋賀県最高峰の伊吹山

長浜市
人口12万5千人。天正年間に豊臣秀吉が
作った楽市から発展。2006年、10年の合
併に伴い、面積では滋賀県第1位、人口では
第2位となる。「黒壁スクエア」などの町づく
りが有名で、全国から年間250万人の観光
客が訪れる。市内には三つの基幹病院があ
り、医療は地域内でほぼ完結している。



識が高いこと、市立長浜病院・長浜赤十字
病院・市立湖北病院という基幹病院があり、
市民の多くが利用していること、更に、京都
大学にも比較的近いといった利点が考慮さ
れた。

　行政と大学が手を結び
　「0次予防」がスタート
　05年、京都大学大学院医学研究科から長
浜市へ、ゲノム疫学研究事業に関する提案が
なされた。それは、市民1万人に一般の健康
診断よりも詳細な検査を受けてもらい、その
結果を一人ひとりにフィードバックして市民
の健康づくりをサポートすると同時に、生活
習慣に関する詳細な情報や検査データ、血
液や尿などを、京都大学に作られるバイオバ
ンクで保管し、将来にわたってさまざまな研
究に役立てていくというものだった。
　長浜市でこのプロジェクトを担当した健
康福祉部健康推進課の明石圭子参事は振
り返る。
　「当時、長浜市では『健康ながはま21』と
いう、町を挙げての健康推進計画を作成して
いたので、このような先進的な研究事業を盛
り込むことができたら、計画の核となり、大
きな成果につながるのではないかと考えま
した。京都大学の先生方が、このプロジェク
トのコンセプトを、“自分の体質を知って健
康づくりに取り組む活動”を意味する『0

ゼロ

次予
防』と呼んでいたので、この事業を『ながはま
0次予防コホート事業』と名づけて推進して
いくことになったのです」
　同年12月、京都大学と長浜市は覚書を交
わし、プロジェクトはスタートを切った。06
年、ゲノム疫学研究の事業計画策定委員会が
立ち上がり、その委員長に京都大学大学院
医学研究科社会健康医学系専攻の中山健夫
教授（健康情報学）が就いた。
　「医学研究科の中には数多くの研究分野が

あります。その中で、地域ゲノム疫学研究に
関心を持っている分野、例えば、ゲノム医学
センター、臨床系講座、医療倫理学分野など
10以上の教室・分野が協力する体制が組ま
れ、私が京大側の座長として委員会の取りま
とめを行いました」と、中山さんは語る。京都
大学でもこのプロジェクトを、分野を越えた
横断的な事業と位置づける体制を整えた。
　この取り組みは研究者だけでなく行政や
市民がかかわり合い科学技術と社会の在り
方を模索するものとなり、JSTの社会技術
研究開発センター（RISTEX）「科学技術と
人間」研究開発領域のプロジェクトに採択さ
れた。研究に参加する市民の視点を組み入
れて個人情報保護や倫理問題を議論し、研
究者と参加者の双方向の関係を構築すると
いうこのプロジェクトは、地域におけるゲノ
ム疫学研究を規律するモデルになると考え
られたからだ。
　これにより、「多様な分野の研究者との交
流を通じて、有意義なアドバイスを受ける機
会ができたことも、プロジェクト推進に大い
に役立ちました」と明石さん。その後の京都
大学との事業計画策定やルール策定を進め
る上でも、RISTEXからの支援を受けていた
ことで、長浜市が主導できるようになったと
いう。ゲノム疫学研究に参加した市民の権利
を守り、優先するために、このことはとても
重要なポイントになっている。

　市民の情報を守る
　独自ルール策定へ
　このプロジェクトを進める上で、一番大き
な課題は、市民一人ひとりの健診データや病
歴、遺伝子情報など、取り扱いに配慮が必要
な個人情報をどのように保護していくかとい
うことだった。例えば、研究の成果により、
病気になる可能性があると判明した個人の
遺伝子情報が、万一、外部に漏れてしまった

ら、差別に発展することや、結婚や就職に不
利になるなど人権にかかわる重大な問題を
引き起こしてしまう可能性があるからだ。
　06年当時、遺伝子情報にかかわるルール
として、文部科学省・厚生労働省・経済産業
省が01年に策定した「ヒトゲノム・遺伝子解
析研究に関する倫理指針」があった。しかし
それは、コホート研究のような将来にわたる
研究が十分想定されていなかったため、この
事業のための新しいルールづくりが不可欠
であった。そこでこのプロジェクトでは、事業
策定委員会と並行して「ながはまルール策定
委員会」を立ち上げることになった。
　委員長には生命倫理学の専門家である米
本昌平氏（後に東京大学先端科学技術研究セ
ンター特任教授）、委員には、京都大学大学
院医学研究科の研究者、医師、市職員、法律
の専門家のほかに、長浜市民の代表も公募で
選任され、市民の声を反映させることにした。
　事業計画策定委員会、ながはまルール策
定委員会の双方のメンバーであった中山さん
は、「立場や専門の違う人達の集まりですか
ら、お互いがある程度理解できるようになる

ゲノムコホート研究を利用し
市民の健康づくりを進めたい。

明石 圭子　あかし・けいこ
長浜市健康福祉部健康推進課 参事

長浜市生まれ。京都府立医科大学附属看護専門学
校卒業。長浜市役所で行政保健師として成人保健、
母子保健、健康づくり推進計画策定の各業務に携
わった後、現職。

RISTEX「科学技術と人間」研究開発領域 研究開発プロジェクト「開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」

明石さんと共に、市の担当者としてプロ
ジェクトの運営を支える長浜市健康福祉
部健康推進課地域医療室の藤居敏課長兼
室長。

研究者、医師、市職員、法律家、長浜市民
から成る「ながはまルール策定委員会」で
の審議を経てまとめられた「ながはま0次
予防コホート事業における試料等の蓄積
及び管理運用に関するルール」（ながはま
ルール）第一版



まで、時間がかかりました」と当時の苦労を
振り返って笑った。

　未来へ続く事業の要
　「ながはまルール」
　ゲノム疫学研究の新しいルールを作り上
げる策定委員会は、月1回、約2年間で27回
も開かれ、以下のルールが決まった。
①研究よりも人権を尊重
研究と人権とどちらかを選ばなくてはなら
ない時は人権を優先させる。
②二重の倫理審査
研究に倫理的な問題がないかを京都大学と
長浜市の両方で二重に審査する。
③包括的インフォームド・コンセント
参加者には、明確な方法がまだ確立されて
いない研究にも同意してもらい、将来、方法
が明らかになった時点で情報を伝え、同意
撤回の機会を提供する。
④二重匿名化による個人情報保護
個人データや試料が京都大学へ提供される
際に個人名を匿名化し、京都大学内で研究
者へ提供される際に再度匿名化することで、
個人情報を厳格に保護する。（→P10〜11 
特集2に関連記事）
⑤ルールの定期的な見直し
時代の変化に応じて適宜ルールを見直し、

改定していく。
　「このルールは長期間の事業の継続性と
透明性を確保し、市民の権利を守るために
条例化しました」と明石さん。このルールが
未来の社会環境の変化も見据えた事業の要
となっている。

　市民参加の
　「0次健診」がスタート
　07年、長浜市ではルール策定と並行して、
ゲノム疫学研究への協力を市民に呼び掛け、

「0次健診」パイロット調査をスタートした。0

次健診は、通常の「特定健診」のほか、健康づ
くりのためのゲノムコホート研究に必要な項
目を追加した健診だ。30〜74歳の市民を対
象に行われ、受診者は約50ページ・700項
目以上に及ぶ問診票を記入し、詳細な健診を
受け、血液などを試料として提供するという
ものだ。これらの情報と健診結果、試料は、
個人情報を保護した上で京都大学の研究者に
よって分析され、生活習慣病の予防や早期発
見、治療法の開発などに役立てられていく。
　0次健診には、受診する人達にもさまざま
なメリットがある。例えば、大動脈波速度測
定では血管年齢を知ることができ、特殊な

特集1: 最先端研究に市民が自ら考え参加する町

■ながはま0次予防コホート事業

0次予防

1次予防

2次予防

3次予防

…自分の体質を知って健康づくりに取り組む活動

健康診断
人間ドック
食生活改善、運動
禁煙、ストレス解消
予防接種

…

…

…病院通い、リハビリ
・中心血圧測定
・胸部レントゲン検査
・歯科診察
・大動脈波速度測定
・心電図検査
・眼科検査
・呼吸機能測定
・健康と生活習慣に関する質問票

特定健診の健診項目

・問診 ・身体測定
・血圧測定 ・内科診察
・尿検査 ・腹囲
・血液検査
（脂質検査、血糖検査、肝機能検査）

参画
（追跡）

0次
健診

個人情報保護措置
（匿名化）

ながはま0次予防コホート事業 個別研究

個別研究利用1万人バンク

蓄積
管理
運用30歳以上

74歳以下
健康な人

0次健診結果の返却

健康づくりや医学・医療などへの還元
市民全体

遺伝子解析
研究等

疫学研究等

中山 健夫　なかやま・たけお
京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻
教授（健康情報学）

東京医科歯科大学医学部卒業。米国UCLAにフェ
ローとして留学。帰国後、国立がんセンター研究所が
ん情報研究部室長。2000年、京都大学大学院医学
研究科社会健康医学系専攻助教授、06年から現職。

「ながはま0次予防コホート事業」は、病気になってから対策を考えるのではなく、自分の体質を知り、積極的に健康づくりに取り組む「0次予防」の実現を目指してい
る。参加条件は、30歳〜74歳以下の健康な人だ。健康な状態から5年単位で「0次健診」を繰り返し、地域の病院の診療情報を参照して追跡調査を行う。こうして病
気を発症した場合、その原因を過去の生活習慣などをさかのぼって調査することで、特定することも可能となる。体の状態を知るために細部にわたる検査項目が設
定されており、検査結果は疫学研究等に活用されると共に有用性が確立している項目は参加者にフィードバックされ、本人の健康づくりに役立てられる。

大学でも分野を超えて協力し、
プロジェクトを全面的に
サポートしていく体制を整えました。



血圧計でしか測れない中心血圧測定、肺気
腫の早期発見に役立つ呼吸器機能測定、更
に、歯科医による歯周病検査など、一般の健
康診断にはない高度な健診内容を無料で受
けられるのだ。
　市では、このような先進的な研究や高度な
健診に市民が理解を示し、進んで協力してく
れるものと期待して、広報誌などを通じて受
診を呼び掛けた。しかし、ゲノムという耳慣れ
ない言葉に不安を持つ人も多く、パイロット調
査では、300人の目標に対して273人しか集
まらなかった。「参加者を集めることの難しさ
を改めて実感しました」と明石さんは言う。
　ルールを作るだけでは人は集まらない。こ
のプロジェクトが医学研究に寄与するだけで
なく、市民の健康づくり、健康な町づくりに
貢献していくことを市民の目線に立つ人を介
してアピールしていく必要があると考えた明
石さんは、町づくりのリーダー的存在である
辻井信昭さんの協力を仰ぐことにした。辻井
さんは、「1,000人献血運動」を始め、日頃
から「長浜を良くしたい」という思いから積極
的に地域活動をリードし、ながはまルール策
定委員会のメンバーとしても市民代表で参加
していた。
　辻井さんは、ゲノム疫学研究を利用して、

「心身共に健康な人が育つ町」という理念を
理解してもらうことが大切だと考え、地域を
良くしたいと日頃から活動をしている人たち
のリクルートを開始した。そして、明石さんの
部署の若い職員と一緒に、ボランティアに熱
心な人たちの家を1軒1軒回り、理念を語りな
がら賛同を得ていった。
　長浜は、市民が「黒壁」などの観光スポッ
トを作ったり、町のためにイベントを企画し
たりするなど、市民主導で町づくりをしたい
という意識を持っている人々が多い。だから
こそ、市民に納得してもらった上で巻き込め
ば、こういう活動はスムーズに進むと辻井さ
んは考えたのだ。
　こうして、時間をかけて少しずつ賛同者を
増やしていき、3か月程で市民の有志60人が

集まったところで、ゲノム疫学研究と連携し
て、心と体の健康づくりを推し進めていくた
めの任意団体「0次クラブ」が設立された。

　NPOがイベントや広報誌で
　健康な町づくりをアピール
　「0次クラブ」は、09年に「健康づくり0次
クラブ」というNPO法人となった。法人格を
取得することで、RISTEXからの研究資金を
得て、健康に関するイベントやシンポジウム
の開催など、活動の幅を更に広げていくこと
ができるようになった。
　例えば、長浜バイオ大学の協力を得て年1
回開催する「いきいき健康フェスティバル」
では、病院の先生による講演会や京都大学
の研究者によるトークライブ、健康や病気に
関する座談会「0次カフェ」などを実施してい
る。これは大人も子供も楽しみながら健康に
ついて考えたり、健診を受けたりできるイベ
ントとなっており、毎回5〜6千人の来場者を
集めている。

　健康づくり0次クラブ理事で事務局長の宮
川照代さんは、研究者、医師、市民の間で、
多くの対話や交流が生まれていることを目の
当たりにしている。
　「京都大学の先生が子供たちにわかるよう
に遺伝子の話をやさしく解説してくださるな
ど、とても役に立つイベントです。また、先生
方も、市民の皆さんと顔を合わせながら、直
接お話できることをとても楽しみにしていま
す」（宮川さん）
　また、健康づくり0次クラブでは「げんき
玉」という広報誌を全戸に配布し、市民がゲノ
ム疫学研究に対して抱く不安や疑問に答え、
0次健診の進捗状況などを報告している。更
に、「京大視察ツアー」を主催し、京都大学の
施設や研究試料の管理状況、セキュリティー
システムなどを市民に見学してもらうなど、
常に透明性を保ち、市民が主体的に活動す
る環境づくりに努めている。
　こうした市民によるイベントや広報活動、
健診を受けた人たちの口コミなどの相乗効
果により、ゲノム疫学研究に対する理解が促
進され、0次健診に自ら参加する市民の数も
順調に増加した。その結果、本格的な健診3
年目の10年11月、遂に目標の0次健診受診1
万人を達成することができた。

　研究者と市民が一つになれる
　ワクワク感がある
　「ゲノム疫学研究プロジェクトに出会って、
私自身も変わりました。自分が中心になって
NPO法人を立ち上げ、京都大学の先生方と
一緒に、未来の医学研究に携わることになる
なんて、6年前は想像もしていませんでした。

0次健診での検査の一例。①歯科診療、②呼吸機能測定（肺年齢測定）、③大動脈波速度測定（血
管年齢測定）、④中心血圧測定など、一般的な健康診断よりも一歩進んだ検査が無料で受けられ、
健康状態を細部にわたってチェックすることができる。

辻井 信昭　つじい・のぶあき
NPO法人健康づくり0次クラブ
理事長

「ながはまルール策定委員会」へ市民の代
表として参加。NPO法人「健康づくり0次
クラブ」を設立し、ゲノム疫学研究事業の
推進を強力にサポートしている。

行政や研究者と市民が
一緒に考えながら
取り組むことができるのです。

RISTEX「科学技術と人間」研究開発領域 研究開発プロジェクト「開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」
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だから、こういう活動をしている自分に、今、
ワクワクしているのです」と、辻井さんはゲノ
ム疫学研究事業にかかわってきた6年間を振
り返る。
　このプロジェクトがスタートしてから、大学
と自治体、自治体と市民、市民と研究者など、
新しい出会いがたくさん生まれ、さまざまな
対話が繰り返されてきた。
　「一般の市民が研究者と一緒になって考え
られることがあり、科学と社会がいかに密接
につながっているかを発見できた意義は非
常に大きい」と、辻井さんは付け加える。
　「長浜市は特殊な例かもしれません。でも、
どこの地域であろうと、今回のゲノム疫学研
究のように、研究者と自治体と市民が一体と
なって事業を推進していくことはできると思
います。このような事業が、地域をつくり、国
をつくり、社会を変える力になると信じてい
ます」
　辻井さんのこうした思いは、健康づくり0次
クラブが窓口となって京都大学と共にスター
トさせた睡眠時無呼吸症候群に関する調査

「なごーする研究」など、今後の新しいプロジェ
クトを作り上げる原動力にもなっている。

　これからも1万人を
　5年ごとに追跡調査
　スタートして5年を経過したゲノム疫学研
究は、参加者1万人を達成し、第1期の事業
に区切りをつけることができた。だが、コ
ホート研究では、現在の1万人の参加者に5
年ごとに繰り返し健診を受けてもらう必要
があるため、今、5年前の受診者に再受診を

促す第2期事業の準備が進められている。
　「1万人の人達を脱落させることなく、将
来にわたって同じように参加していただける
かどうかが鍵を握っており、今、その知恵を
絞っているところです」と、明石さんは話す。
　また、この5年間に参加者が診療を受け
た医療機関から受診情報を提供してもら
い、個人の健診データに追加していく作業
や、「ながはまルール」の適宜見直し、更に
は活動資金の継続的な獲得など、息の長い
プロジェクトならではのさまざまなハードル
が前方に横たわる。
　ゲノム疫学研究というと、イメージだけで
敬遠したくなる人もいるかもしれないが、逆
に過大な期待も出てくるかもしれない。大
切なことは、研究者と市民がひざを交えて
語り合い、ルールを明確にして協力し合うこ
とだ。琵琶湖の湖北、古来から交通の要所
であり、豊臣秀吉の時代からの歴史ある城
下町、長浜で、市民の健康づくりと医学の発
展のために始まったプロジェクトが今後どの
ような進展を見せ、医学の発展にどんな貢献
をしていくのか。これからも研究者と長浜市
民の活動から目が離せない。

TEXT: 青木一夫 /PHOTO: 近藤久典、伊藤雅章

特集1: 最先端研究に市民が自ら考え参加する町

JST 濱田志穂

JST RISTEX「科学技術と人間」研究開発領域担当者より

市民、行政、研究者が協働して生み出した、「ながはまルール」です。
　RISTEX（社会技術研究開発センター）は、地域・コミュニティーが
抱える具体的な問題に対して、さまざまな関与者が協働して解決策を
見いだし、その成果の社会実装までをも目指す研究開発を行っていま
す。RISTEXのプログラムマネジメントのスタイルは対話・協働型、い
わば“おせっかい型”です。プロジェクトに対して積極的に介入し、研
究開発の進捗や実施体制が円滑かどうか、研究開発の中身まで踏み
込んで、対話しながら一緒になって考えています。
　大学の研究者がプロジェクトの中心となることが多い中で、この「地
域に開かれたゲノム疫学研究のためのながはまルール」プロジェクトで
は、自治体（長浜市）が中心となり、市民、研究者（京都大学）が協働
体制を築いて研究開発を進めています。
　当初人口8.5万人（現在、合併後12.5万人）に対して1万人という大
規模な市民の協力を得て進めるコホート事業として、貴重な試料提供

という貢献に加え、ゲノム疫学研究における倫理指針を実際の運用レ
ベルに具体化した「ながはまルール」を作り上げたことは、全国でも初
めての大変重要な成果です。また、研究者と市民が疫学研究の研究者
と被験者という関係ではなく対等の関係を築いており、プロジェクト
の目的も研究者（ゲノム疫学研究）と市民（心
と身体の健康づくり）、双方の利益となる方
向が示されています。
　ゲノム情報は究極の個人情報でもあり、こ
れから長期間にわたる研究の中で多くの課題
が出てくると思いますが、市民が主体となるゲ
ノム疫学研究の先駆けとして、市民と行政、研
究者が協働する姿を、長浜の地から発信し続
けてほしいと思います。

辻井さんと共に、市民を代表する立場から
「ながはま0次予防コホート事業」の推進
に取り組む、健康づくり0次クラブ事務局
長の宮川照代さん。

NPO法人健康づくり0次クラブ（左:事務所外観）は、「ながはま0次予防コホート事業」を普及、浸透させるための広報活動、0次健診の運営サポートなど、事
業推進の重要な役割を担っている。広報活動では、広報誌「げんき玉」の発行、0次カフェ（健康や病気に関する座談会:中央）、市民と研究者が対話、交流す
る健康イベント（右）の開催など、さまざまな機会を通じて「0次予防」の大切さを市民に紹介している。



タベースの構築にあたっては、検査項目の設
定や検体の収集・管理方法など、さまざまな
検討課題をクリアしていく必要があった。
　 「万一、最初に作成した質問票の内容や
手順に間違いがあれば、調査の結果がすべ
て無駄になりかねません。調査に先立ち、
2005年末から1年半をかけて長浜市と質
問事項について話し合い、07年夏には273
人の参加者を集めてパイロット調査を実施
しました」
　制度設計時から、個人情報の厳格な管理
は徹底している。情報管理者をどこに置く
か、検体検査の責任者は誰かなどを明文化
して具体的に記述した。これが08年に条例
として成立した「ながはまルール」に記され
ている。市の管理者によって匿名化（一次匿
名化）された個人情報には、研究者との間
に設けられた匿名化情報管理者により再び
匿名化番号を付与される（二次匿名化）。大
学は個人識別情報を一切持たない。
　市が情報管理に全面的な関与をすること
によって、市民に安心を、研究機関に高い研
究の自由度をもたらすことができた。同様
に、ルールを整備したからこそ、研究者は長
期間の追跡と調査分析ができるようになっ
たのだ。
　1万人の参加者への調査は、5年ごとに行
われる。その間、長浜市は健診の実施や個
人情報管理、参加者の健診結果報告などを
行い、京都大学では収集した検体の網羅的
遺伝子解析、網羅的オミックス情報（生命

分子情報）解析、疾患関連遺伝子同定など
のゲノム疫学研究を行う。それらの結果が
臨床・遺伝子情報の統合データベースに集
約される。

　いかにして質の高い
　疫学情報を集めるか
　 「ゲノム情報だけのデータベースを作る
のはさほど面倒ではありません。遺伝子配
列だけなら、約30億個の物質が並んでいて
誰が解析してもほぼ同じ結果が出るからで
す。ところが、“健康”にかかわるデータは、
環境の影響や生活習慣、食生活などを時系
列で追跡し、数値化しなければいけません。
近い将来、質問票による情報収集に代わっ
て微量に存在する代謝物の測定が可能に
なれば、より正確な診断ができ、より質の高
いデータベースを作ることができるように
なるでしょう」
　これらの測定値に加えて、松田さんは研
究に参加する市民の医療機関受診時の情報
や薬の処方などの医療情報も加えたいとい
う。現在、医療機関では電子カルテの導入
が進んでいる。しかし、電子カルテから機
械的に情報を抽出しただけでは、大規模解
析に用いる客観的データとしては使えない。
電子カルテデータから利用可能な情報を効
率よく取り出すには、IT技術をもって情報加
工ができる医師の養成や、パターン化する
ことによって、自動的に情報の取捨選択をす

る学習プログラムを開発する人材の育成が
欠かせない。今回のプロジェクトでは、こう
した人材の育成も含めて、ダイナミックで連
続性のあるデータを網羅する学際的な研究
を目指している。

　データベース構築で可能になる
　　「治す」から「予防する」医療
　この研究で期待される成果の一つに、認
知症の原因の解明があるという。現在75歳
の日本人の認知症発症率は約15%とされ
る。「ながはまコホート0次予防事業」の参
加者は、スタート時30歳以上74歳以下、そ
のうち、約半数は60歳を超えた人たちだ。
60代の参加者を15年間追跡することで、認
知症に関するさまざまな素因や体内で起こ
る兆候が明らかになる可能性がある。
　「認知症患者は初期段階で周囲の家族が
気づかないことが多いようです。極めて初期
的な症状を正しくとらえるには、健康な時か
ら長期間にわたって追跡し、認知度テストを
行い、その情報をデータベースに登録する
ことが必要です。仮に対象者が15年後に発
症して、体内に特定の物質が増加していれ
ば、データベースを調べ、過去にさかのぼっ
て検証することができます。その原因や兆
候がわかれば、治療薬の開発にも役立つで
でしょう」（松田さん）
　「ながはまコホート0次予防事業」は今、1
回目の1万人健診が終わったところだ。2回

　究極のヒトバイオロジーを
　探求したい
　これまでの生命科学の研究の多くは、実
験動物や細胞を用いて行われてきた。例え
ば、マウスの体内に人工的にがん細胞を作
り、治癒させる実験がある。しかし、人間
のがんへの応用においては、生物種の違い
以外にも障壁がある。疾患のモデルとなる
マウスは純系のため遺伝的に均一な上、同
じ環境で飼育するので、ヒトの個人差や多
様性を加味した研究が難しいのだ。こうし
た問題は、多様なヒトの情報を収集し大規
模に解析することで解決されていくだろう
と、JSTバイオサイエンスデータベースセン
ター（NBDC）統合化推進プログラム「大
規模ゲノム疫学研究の統合情報基盤の構
築」の研究代表者で京都大学大学院医学研
究科附属ゲノム医学センターの松田文彦セ
ンター長は語る。
　「最近では1滴の血液や尿から、がんの病
状の指標（バイオマーカー）となるさまざま
な数値がわかります。そして、病気になりや
すさは、以前は『体質』によるものと考えら
れていましたが、ヒトのゲノム（遺伝子情報）
解析により、実は個人の遺伝子配列のわず

かな違いと、生活や環境要因によることが
わかってきました。分子生物学の研究が進
み、大規模なデータを処理するコンピュー
タの環境が整ってきた今こそ、一人ひとりの
遺伝的素因や環境要因に合わせた治療や
病気の予防に役立つ、究極の“ヒトバイオロ
ジー”を手がけたいと思います。そのための

基盤として、大人数集団を長期間観察して、
生活習慣・環境の違い、罹

り か ん

患の種類、遺伝
子情報などを網羅的に収集し、標準化して、
互いに関連付けたデータベースの構築が必
要なのです」

　データ共有のカギは
　市民の参加と個人情報管理
　この臨床・遺伝子情報を統合したデータ
ベースの構築に向けて松田さんらのプロジェ
クトが現在取り組んでいるのが、本誌特集1
で紹介している「ながはま0

ゼロ

次予防コホート
事業」だ。本事業では、1万人の市民の参加を
得て「0次健診」と呼ばれる5年に1度の詳細
な健康診断（健診）を行い、20年をかけて市
民の健康状態に関するデータを収集する。
　生活習慣などの市民への調査項目だけで
も742もあるため、大人数の集団から長期間
にわたり得られる情報は膨大だ。得られた
データをデータベース化し、研究者がそれぞ
れの研究に役立てられるよう整備する。デー

特集2: データベースが生命科学の未来を変える

データベースが
生命科学の未来を変える
生命科学分野の研究で日々生み出される膨大なデータから、必要な情報を活用するためには、これまで研究者ごとに作られてきた多種多様なデー
タベースを統合化する情報基盤の整備が欠かせない。新たな基礎研究と産業への応用を支える、統合データベース構築の取り組みを紹介する。

統合化と情報共有の先に見える光

NBDC統合化推進プログラム 研究開発課題「大規模ゲノム疫学研究の統合情報基盤の構築」

「ながはま0次予防コホート事業」における検体収集から解析、管理、提供に至るまでの流れを示したシステム概念図。参加者各人の検査結果や質問票などの
データは長浜市の個人情報管理部門で匿名化（一次匿名化）した上で厳しく管理され、京都大学の研究事務局で再匿名化（二次匿名化）した上でゲノム疫学
研究を行う京都大学各教室へと送られる。このように二重の匿名化による、万全の個人情報保護対策が講じられている。

医療の進歩に貢献する
質の高いデータベースを

構築します。
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統合データベースを開発中の松田さん（写真奥）率いるプロジェクト
の研究室風景。写真手前左から、川口喬久さん、若栗浩幸さん。　

■個人情報を厳格に管理したデータの流れ

末松 誠　すえまつ・まこと
慶應義塾大学医学部部長 教授

1988年、慶應義塾大学大学院医学研究科所定
単位取得退学。同大学医学部内科学教室助手、カ
リフォルニア大学サンディエゴ校応用生体工学部
への留学などを経て2001年から慶應義塾大学医
学部医化学教室教授。07年から同大学医学部長。
09年からERATO研究総括。

疫学とゲノム研究を融合した基盤が新たな医療を導く

松田 文彦　まつだ・ふみひこ

京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医
学センター センター長
1983年、京都大学理学部数理科学系卒
業。90年、同大学大学院医学研究科博士
課程修了。医学博士。同大学遺伝子実験
施設助手、フランス国立ジェノタイピング
センター研究部長などを経て、2007年か
ら現職。
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タベースの構築にあたっては、検査項目の設
定や検体の収集・管理方法など、さまざまな
検討課題をクリアしていく必要があった。
　 「万一、最初に作成した質問票の内容や
手順に間違いがあれば、調査の結果がすべ
て無駄になりかねません。調査に先立ち、
2005年末から1年半をかけて長浜市と質
問事項について話し合い、07年夏には273
人の参加者を集めてパイロット調査を実施
しました」
　制度設計時から、個人情報の厳格な管理
は徹底している。情報管理者をどこに置く
か、検体検査の責任者は誰かなどを明文化
して具体的に記述した。これが08年に条例
として成立した「ながはまルール」に記され
ている。市の管理者によって匿名化（一次匿
名化）された個人情報には、研究者との間
に設けられた匿名化情報管理者により再び
匿名化番号を付与される（二次匿名化）。大
学は個人識別情報を一切持たない。
　市が情報管理に全面的な関与をすること
によって、市民に安心を、研究機関に高い研
究の自由度をもたらすことができた。同様
に、ルールを整備したからこそ、研究者は長
期間の追跡と調査分析ができるようになっ
たのだ。
　1万人の参加者への調査は、5年ごとに行
われる。その間、長浜市は健診の実施や個
人情報管理、参加者の健診結果報告などを
行い、京都大学では収集した検体の網羅的
遺伝子解析、網羅的オミックス情報（生命

分子情報）解析、疾患関連遺伝子同定など
のゲノム疫学研究を行う。それらの結果が
臨床・遺伝子情報の統合データベースに集
約される。

　いかにして質の高い
　疫学情報を集めるか
　 「ゲノム情報だけのデータベースを作る
のはさほど面倒ではありません。遺伝子配
列だけなら、約30億個の物質が並んでいて
誰が解析してもほぼ同じ結果が出るからで
す。ところが、“健康”にかかわるデータは、
環境の影響や生活習慣、食生活などを時系
列で追跡し、数値化しなければいけません。
近い将来、質問票による情報収集に代わっ
て微量に存在する代謝物の測定が可能に
なれば、より正確な診断ができ、より質の高
いデータベースを作ることができるように
なるでしょう」
　これらの測定値に加えて、松田さんは研
究に参加する市民の医療機関受診時の情報
や薬の処方などの医療情報も加えたいとい
う。現在、医療機関では電子カルテの導入
が進んでいる。しかし、電子カルテから機
械的に情報を抽出しただけでは、大規模解
析に用いる客観的データとしては使えない。
電子カルテデータから利用可能な情報を効
率よく取り出すには、IT技術をもって情報加
工ができる医師の養成や、パターン化する
ことによって、自動的に情報の取捨選択をす

る学習プログラムを開発する人材の育成が
欠かせない。今回のプロジェクトでは、こう
した人材の育成も含めて、ダイナミックで連
続性のあるデータを網羅する学際的な研究
を目指している。

　データベース構築で可能になる
　　「治す」から「予防する」医療
　この研究で期待される成果の一つに、認
知症の原因の解明があるという。現在75歳
の日本人の認知症発症率は約15%とされ
る。「ながはまコホート0次予防事業」の参
加者は、スタート時30歳以上74歳以下、そ
のうち、約半数は60歳を超えた人たちだ。
60代の参加者を15年間追跡することで、認
知症に関するさまざまな素因や体内で起こ
る兆候が明らかになる可能性がある。
　「認知症患者は初期段階で周囲の家族が
気づかないことが多いようです。極めて初期
的な症状を正しくとらえるには、健康な時か
ら長期間にわたって追跡し、認知度テストを
行い、その情報をデータベースに登録する
ことが必要です。仮に対象者が15年後に発
症して、体内に特定の物質が増加していれ
ば、データベースを調べ、過去にさかのぼっ
て検証することができます。その原因や兆
候がわかれば、治療薬の開発にも役立つで
でしょう」（松田さん）
　「ながはまコホート0次予防事業」は今、1
回目の1万人健診が終わったところだ。2回
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「ながはま0次予防コホート事業」における検体収集から解析、管理、提供に至るまでの流れを示したシステム概念図。参加者各人の検査結果や質問票などの
データは長浜市の個人情報管理部門で匿名化（一次匿名化）した上で厳しく管理され、京都大学の研究事務局で再匿名化（二次匿名化）した上でゲノム疫学
研究を行う京都大学各教室へと送られる。このように二重の匿名化による、万全の個人情報保護対策が講じられている。

個人情報管理部門
個人情報管理者
（一次匿名化）
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■個人情報を厳格に管理したデータの流れ



日本の強みを生かし、アジアの拠点を作る
　糖鎖が
　生物の複雑さを決める
　ヒトの体の設計図である遺伝子は2万2
千個あり、生命活動に必要なタンパク質を
作り出している。このタンパク質の多くには、
糖が連なって多様な構造を持つ化合物であ
る糖鎖が付いていて、タンパク質に多彩な
機能をもたらしている。糖鎖は細胞を保護
したりウイルスの受容体となったりと、生体
内で重要な生理機能を担っている。血液型
を決めているのも糖鎖だ。多様な構造の糖
鎖を細胞内で合成するのは、「糖転移酵素」
の役割だ。その数は約200種類弱、全遺伝
子のうち約1%が糖転移酵素をコードする

「糖鎖遺伝子」だ。
　「糖鎖の構造はこれら200種の糖転移酵
素の働きで決まってきます。タンパク質は基
本的にその構造を変えられませんが、糖鎖
は変えることができます。糖鎖は生物の種
類、個体差、臓器の種類、細胞が成熟する
過程などで構造が違い、更に、外界の刺激
によっても構造を変化させる柔軟性を持っ
ています。状況に合わせて糖鎖がまるで『洋
服を着替えるように』変化できると考えると
わかりやすいかもしれません。その組み合
わせはバラエティーに富んでいて、これこそ
が生物の複雑さを決めているのです」と、産
業技術総合研究所（AIST）糖鎖工学研究セ
ンターの成松久センター長は語る。

　糖鎖はその変化の多様さから、病気など
の指標になる「バイオマーカー」としての利
用価値を見いだすことができる。AISTでは
多様な構造の糖鎖生合成のメカニズムを解
明するため、すべての糖転移酵素を探索す
るプロジェクトを進め、2002年度に終了し
た。AISTを中心に、200種類ある糖転移酵
素の約3分の2が日本で発見され、日本はこ
の分野で世界を大きくリードしてきた。

　独自の実験データも
　無償公開
　AISTは10年度まで、文部科学省の「ラ
イフサイエンス統合データベースプロジェク

ト」に参加し、これまでの膨大な糖鎖研究の
成果の公開に努めてきた。
　「私たちがリードしてきた研究成果を一般
公開し、世界の研究者と切磋琢磨していま
す」（成松さん）
　現在その活動はNBDCの統合化推 進
プログラム「糖鎖統合データベースと研
究支援ツールの開発」プロジュクトへと引
き継がれ、成松さんはその研究代表者を
務めている。プロジェクト内では日本糖鎖
科学統合データベース（JCGGDB）の機能
強化を行っている。共同研究グループとし
て糖鎖のデータベースを持つ四つの研究機
関、AIST、立命館大学、野口研究所、理化
学研究所も参加している。互いに強みを持
つ分野のデータを提供して網羅的に糖鎖関
連情報データベースを拡大し、公開を行って
いる。この中には、01年から04年にかけて
成松さんが発見した糖転移酵素遺伝子も収
録されている「GlycoGene DataBase：
GGDB」を始め、糖鎖と特異的に結合する
タンパク質「レクチン」と糖鎖の相互作用
をデータベース化した「Lectin Frontier 
Database：LfDB」、糖鎖を質量分析した
際に得られるスペクトルから糖鎖構造を
推 定 するた め の「Glyco Mass Special 
Database：GMDB」、“N型糖鎖”を持つ
糖タンパク質の網羅的同定と糖鎖の結合位
置をデータベース化した「Glycoprotein 

目の健診結果は、5年後にそろうだろう。ス
タート時点で参加した人の健康状態がこの
5年間でどう推移したかが把握できれば、自
分の状態を照らし合わせて、今後の健康を
予測することもできる。例えば、BMI（肥満
度を表す体格指数）の高い人は代謝系の病
気にかかる確率が高まる、健康づくりをし

た人とそうでない人では健康の度合いに差
が生まれるなど、科学的根拠にもとづき、5
年先の自分をバーチャル体験し、健康を守
るために今後注意すべき点を知ることがで
きる。長期にわたって収集された疫学情報
と遺伝子情報が統合されたデータベースを
活用することで、個人に最適な生活指導が

実現し、病気の発症前の高い確度での診断
や、発症の防止や遅延を目指す「先制医療」
が可能になる。そのための制度づくり、デー
タの取得・解析、複合的な要因をつなげた
データベースを構築することで、「治す」から

「予防する」へ、医療の新しい時代が始まろ
うとしている。

糖鎖の構造を解析するため
の 最 先 端 の 質 量 分 析 装 置

（Orbitrap質量分析計）を備
えた研究室で。写真手前右か
ら成松久さん、糖鎖遺伝子
機能解析チーム特別研、究員
の澤木弘道さん、糖鎖データ
ベース開発チーム長の梶裕之
さん、糖鎖遺伝子機能解析
チーム招聘研究員の鹿内俊
秀さん。

意欲ある研究者のために
世界をリードする日本ならではの

データベースを提供します。

NBDC統合化推進プログラム 研究開発課題「糖鎖統合データベースと研究支援ツールの開発」

成松 久　なりまつ・ひさし

産業技術総合研究所糖鎖医工学研究セ
ンター センター長
1974年、慶應義塾大学医学部卒業。79
年、同大学医学研究科大学院微生物学
専攻修了。医学博士。同大学医学部助教
授、創価大学生命科学研究所教授など
を経て、2006年から現職。筑波大学医
学医療系連携大学院教授などを兼任。
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Database：GlycoProtDB」などのAIST
独自の実験データもあり、これらも無償で
公開されている。
　「このようなデータベースの公開により世
界中で糖タンパク質の研究が進んだときに、
私は最大のテーマであるヒトの糖タンパク
質の構造解明に、若手研究者らと挑戦した
いと考えています」と、成松さんは今後への
意気込みを語る。

　誰もが検索しやすい
　世界の共通仕様へ
　構築された糖鎖統合データベースを国
内外の研究者が活用できるように、成松
さんらは、海外のコンソーシアムとも連携
し、カラフルな記号を使った糖鎖構造図や

キーワードで横断検索できるインターフェ
イスを開発した。更に、立命館大学の川嵜
敏祐教授と共同で、これから糖鎖の研究
を始める研究者にもわかりやすく実験方
法を解説する実験プロトコルのデータベー
ス「GlycoPOD」を構築した。これまでに
156名の糖鎖科学研究者が執筆した15分
野187のプロトコルが、ウェブ上で公開され
ている。画面では試薬の情報や実験の手順、
サンプルの量などが箇条書きで提示され、
図解を用いた解説も掲載されている。また、
情報のやり取りができるように、実験者が
実験時の留意点を書き込む機能も備わって
いて、研究者が使いやすいインターフェイス
へと進化を続けている。
　現在、糖鎖関連データベースは日本、ア
メリカ、ヨーロッパに散在するが、遺伝子

やタンパク質データベースのようなハブ機
能を持たない。成松さんらの呼び掛けで糖
鎖データベース標準化への動きがやっと
始まった段階だ。また成松さんらは日本の
共同研究体である「日本糖鎖科学コンソー
シアム：JCGG」をアジアのコンソーシアム

「ACGG」へと発展させ、アジア圏の糖鎖科
学統合データベースの構築を目指している。
日本が世界にリードする糖鎖研究が、今後
発展の期待される中国、台湾、韓国などの
国々と手を結ぶことで、国際的な連携・統
合はますます強固なものになっていくだろ
う。そして、さまざまな糖鎖関連のデータ
ベースが有機的に統合されることで見えて
くる光が、生命科学諸分野の研究に大きな
ヒントを与え、生物の持つ複雑さ解明への
道しるべになるに違いない。
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TEXT：浅川仁／PHOTO：近藤久典、伊藤雅章

JCGGDBでは、糖鎖に関する多彩な
カテゴリーのデータベースが次々と登
場している。成松さんらのプロジェク
トから、糖鎖関連遺伝子データベース

（GGDB）やレクチンフロンティアデー
タベース （LfDB）、糖タンパク質デー
タベース（GlycoProtDB）、糖鎖のタ
ンデム質量分析スペクトルデータベース

（GMDB）などのデータベースをリリー
ス、他のデータベースとの統合を図って
いる。

■日本糖鎖科学統合データベース（JCGGDB）に搭載されたデータベースの一例

糖鎖のタンデム質量
分析スペクトル
データベース（GMDB）

レクチンフロンティア
データベース（LfDB）

糖タンパク質データベース（GlycoProtDB）

糖鎖関連遺伝子データベース（GGDB）

　NBDC（バイオサイエンスデータベースセンター）は昨年4月JST内
に発足した組織で、生命科学分野のデータベースを統合し、データの価
値を最大化することにより、日本の研究者のみならず、世界のユーザー
に貢献することのできる、日本が誇れるデータベースセンターとなるこ
とを目指しています。
　NBDCは、①戦略の立案、②ポータルサイトの構築・運用、③基盤
技術開発プログラム（データベース統合化基盤技術の研究開発）、④
統合化推進プログラム（バイオ関連データベース統合化の推進） の四
つを活動の柱としており、今回の特集では、④統合化推進プログラム
における二つの研究事例をご紹介しています。
　松田先生の研究課題「大規模ゲノム疫学研究の総合情報基盤の構築」
は、滋賀県長浜市で行われている1万人規模のコホート研究で得られた
ゲノム疫学情報をデータベース化して研究者に広く提供することで、予防
医学やがん検診などの分野で大きな貢献が期待されるものです。

　成松先生の研究課題「糖鎖統合データベースと研究支援ツールの開
発」は、糖鎖研究のデータベースの整備とそれらを活用するための検索
システムの開発を推進しています。糖鎖研究は日本が世界をリードする
分野であり、日本がこの分野のデータを整備することで、今後の糖鎖
研究の進展に果たす役割は計り知れません。
　現在「統合化推進プログラム」では11の
研究開発課題が進行していますが、私たち
JST担当者は、研究現場からの要望をプロ
グラム運営に反映するなど、研究を加速さ
せるためのさまざまなサポートを行っていま
す。生命科学の進歩を支える一員として、こ
れからも研究者の方々の声に耳を傾けなが
ら、より良きパートナーとなれるよう努めて
いきたいと思います。 JST 内田信裕

JST担当者が語る NBDC「統合化推進プログラム」

生命科学分野の進歩に貢献する数々の研究開発が進んでいます。



　軟骨損傷の治療スペシャリストから
　研究・開発をバトンタッチ
　J-TECの上席研究員 菅原桂さんは入社
以来、再生医療の実用化に取り組んでいる。

「自家培養軟骨ジャック（以下ジャック）は、
広島大学整形外科の越智光夫教授が開発
した再生医療技術を継承したものです。私
自身も教授のもとで1年間、直接ご指導いた
だきましたし、今でも当社の研究顧問として
アドバイスいただいています」
　越智さんが開発した自家培養軟骨移植術

（後に技術移転してジャックに）とは、患者の
膝
ひざ

軟骨から採取した細胞を体外で培養し、軟
骨組織を作り、再び本人に移植するというも
のだ。採取した軟骨細胞は、アテロコラーゲ
ンというゲル状の物質の中で4週間ほど培養
される。生体内に近い環境の中で、軟骨細胞
は基質（細胞の外側にある物質）を産生しな
がら増殖していく。そして一定の条件にまで
達すると、手術時に損傷部位の形に合わせ
て切り出し、本人の軟骨損傷部に移植する。
　「ジャックは損傷部位の形に合わせて移
植されますが、軟骨組織の質としてはいわ
ば半完成品です。移植後、リハビリなどに
よる刺激を受けて更に活性化し、厚みを増
し、本人の軟骨本来の性質に近づいていく
のです」
　再生医療の基本となる生体組織の不思議

な力によって、ジャックは患者の一部となる。
　越智さんがこの再生医療技術を開発した
時から、膝軟骨疾患の根本的治療法として
大きな期待が寄せられたことはいうまでも
ない。より多くの患者に適用させたいが、実
用化に当たっては、厚生労働省の承認を取
得しなければならない。そのためには、大学
における臨床研究から、製品化を可能とす
る企業への技術移転が必須となる。
　「当時、再生医療を手がける会社として
J-TECの立ち上げを目指していた私たち

は、シーズを調査する中で越智先生の研究
を知り、その先見性や事業性の高さに注目し
ていました。そこで越智先生のもとを訪ね、
実用化に関する研究をお任せいただけるよ
う申し出たところ、幸いにも当社の熱意を
認めていただき、開発できるようになったの
です」
　このようにしてJ-TECは研究を受け継ぎ、
JSTの支援を得て、ジャックの実用化に乗
り出すことになった。

　治験に入る前に
　高いハードルが課せられた
　J-TECは、眼科医療機器メーカーである
ニデックを母体とし、地元企業始め数社の
資本参加を得て1999年に設立された。「再
生医療の産業化」をスローガンに掲げる同
社は、2007年、ジャックに先行して、日本
初の再生医療製品である重症熱傷の治療用
の「自家培養表皮ジェイス」の製造承認を取
得している。しかし、その経験をもってして
もジャックの実用化、つまり製造販売承認

VOL.7

いよいよ「膝軟骨」の再生医療が実用化

独創的シーズ展開事業 委託開発※ 開発課題「自動制御培養法を用いたヒト培養軟骨」

患者自身の軟骨細胞を活用する医療機器の製造・販売が承認

VOL.

指の傷がやがて治るのは、血液が栄養成分や細胞を運び、傷ついた部分を修復してくれるからだ。しかし血管が通っていない軟骨には、この
ような自然治癒力がない。そのため、膝関節などの軟骨が損傷・変形すると、人工関節を始めとする対処療法に頼るほかなかった。整形外科
の現場が長年抱えてきたこの課題に対し、再生医療による根本的な治療法を提案するのが「自家培養軟骨ジャック®」だ。開発から10年以上
を経て、いよいよ製造販売をスタートさせる株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（以下J-TEC）を訪ねた。

関節の欠損部に自
家培養軟骨を移植
すると、次第に軟
骨本来の形や硬さ
に成長し、もとの
形へと再生する。

■自家培養軟骨の移植前と移植後の様子

■自家培養軟骨ジャック®

※独創的シーズ展開事業 委託開発は、平成21年度から、研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）実用化挑戦タイプとして再編されています。

出典：Ochi M.et al.,J.Bone Joint Surg.（2002）

©J-TEC



取得までの道のりは険しかったと菅原さん
は言う。
　「J-TECが設立された99年当時、再生医
療製品に関する規制はなかったため、すぐ
に事業化できるだろうと思っていました。と
ころが、ちょうど大学などで研究成果が出
てきて再生医療に注目が集まりはじめたこ
ともあり、同年7月に通知が発出され、『治
験前の確認申請』が必要になりました。この
最初のハードルを越えるのが大変でした」
　治験とは、医薬品・医療機器の製造販売
に関して、薬事法上の承認を得るための臨
床試験のことだ。通常の医薬品であれば、

「治験前の確認申請」は必要ない。しかし、
登場して間もない再生医療製品に対しては、
情報の蓄積も少なく、リスクの予測が難し
いことなどから、品質や安全性を事前に確
認するためのガイドラインが設けられた。そ
れに適合しないと治験に進めないのだ。同
社では、使用する医療用具や医薬品に関す
るさまざまなデータを取得して申請書類を

作成・提出し、04年にようやく適合通知を
受け取ることができた。

　治験での結果をもとに
　製造販売承認を取得
　治験前の確認申請をパスしたJ-TECは、
広島大学病院など5か所の医療施設で治験
を開始し、合計で33症例を行った。更に各
医療施設から送られてくる軟骨細胞を培養
し、ジャックとして先方へ届けるまでの、梱
包・輸送システムの一貫した開発にも取り
組んだ。
　「ジャックが安全に輸送されるよう専門の
容器を開発しました。また、雪や台風など
悪天候の場合でも、タイムリミットを厳守す
るための輸送手段を確保しなければいけま
せん」
　治験を行った広島大学と島根医科大学
では、ジャックを移植した患者の5年後を
追跡調査したところ、追加手術を受けたの

は19人中1人（5.3%）だけだという。既存
の治療法では16〜23%と報告されている
ため、5.3%という数字は、母数は少ない
とはいえ、かなり良好と言える。再生医療
という新しい技術の製品化には数々の課
題があるが、こうしてJ-TECは好成績を残
し、12年7月、晴れてジャックは「製造販
売承認」を取得した。

　より多くの患者のために
　保険適用への道も
　「承認に際しては、ジャックを正しく理解
し、かつ軟骨の治療に十分な知識・経験を
有する医師および施設において使用するこ
と、という条件がつきました。それを受けて
私たちは、整形外科の先生方への研修会で
膝の模型を用いて手術の練習をしていただ
けるように準備も進めています。また、各学
会にも企業の研究者として参加し、臨床医
の方々とディスカッションをすることがある
のですが、ジャックは再生医療を研究してい
る先生たちに非常に期待されています」

　J-TECでは、厳重な品質管理・安全管理
下で、各医療施設から受け取った軟骨細胞
の培養・増殖・保管、スピーディーな輸送
をワンストップで行える体制を整えた。更
には、早期の保険適用を目指して当局との
相談も進めているという。けがや加齢によ
る関節疾患の増加など、治療の重要性は高
い。軟骨疾患に苦しむ多くの患者のために、
ジャックの普及が加速することを望みたい。

TEXT：松下宗生／PHOTO：槌谷敏郎

【設立】1999年2月1日
【事業内容】再生医療製品事業、研究開発支援事業

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
（本社：愛知県蒲郡市）

※ジャック（英文表記JACC）は、株式会社ジャパン・
ティッシュ・エンジニアリングの登録商標です。

広島大学整形外科の越智光夫教授が開発した自家培養軟骨移植術。患者の膝関節から採取した
軟骨組織をゲル状のアテロコラーゲンと混合して立体的な形に成型した後、約4週間培養し、患者
の膝関節に移植する。

（株）ジャパン・テイッ
シュ・エンジニアリング 
研究開発 部上席研究員
の 菅 原 桂 さん（ 写 真 中
央）率いる自家培養軟骨
ジャックの開発チーム。
左から製品開発部製品開
発課の柳田忍さん、薬事
部臨床開発課の小保朋子
さん、製品開発部製品開
発課の前田祐子さん。

■自家培養軟骨の移植（膝関節）

安全で高品質な再生医療製品を提供するた
めに、製造工程では清浄度管理された室内
で厳しい品質試験が実施されている。

©J-TEC



　9月27、28日に、東京国際フォーラム（東京 ・
有楽町）で「イノベーション・ジャパン2012-大
学見本市」を開催しました。当日は晴天に恵ま
れ、延べ2万2千人を超える来場を数えました。
　本イベントは今年で9回目を迎えた国内最大
規模の産学マッチングイベントです。JSTがえ
りすぐった大学等の研究成果300件の展示に
加え、新たな試みとして大学見本市出展者が5
分程度で技術内容を紹介する「JSTショートプ
レゼンテーション」を、10分野について計127
件実施しました。これらを機に、共同研究など

に進展することが期待されます。ホームページで

は、１２月初旬まで「オンラインマッチングシステ

ム」掲示板が商談マッチングの場 としてご利用い

ただけます。

　  本イベントのJSTブースでは、昨年度の大学見

本市に出展された高知工業高等専門学校の 研

究成果「マイクロバブル発生装置」の実機を展示

し、デモンストレーションを行いました。これは、昨

年度の本イベントを契機に実 用化に至った事例

であり、「三菱エコキュートHPシリーズ」のプレミア

ムタイプとして平成24年末に販売予定です。

　また、9月28日には「第11回産学官連携推
進会議」も同時開催し、延べ1,960名の参加者
がありました。今回は、「我が国の未来のイノ
ベーションを支える科学技術の推進」をメイン
テーマに行われ、野田佳彦内閣総理大臣から
も「産学官の多様な知識・知見や研究開発資
源を結集し、科学技術によるイノベーションを
実現することが重要だ」というメッセージが寄
せられました。特別講演では、JST理事長　中
村道治が「ホログラフィー電子顕微鏡の開発と
未知への挑戦」と題して故外村彰博士の偉業
を紹介する講演を行いました。
　このほか、産学官連携活動の推進に多大
な貢献をした関係者等に授与される「産学
官連携功労者表彰」の表彰式が行われ、JST
が支援した課題も4件、表彰されました。受賞
者によるパネル展示、若手研究者による科
学・技術説明会も多くの見学者でにぎわいま
した。

「イノベーション・ジャパン2012 - 大学見本市」と
「第11回産学官連携推進会議」を同時開催しました
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開催報告

　11月10日、11日の2日間、日本科学未来館と
その周辺施設（東京・お台場）で、「サイエンス
アゴラ2012」を開催します。サイエンスアゴラ
は、科学技術を活用してより良い社会を実現す
るための方法を多角的に考える複合型イベント
です。今回は「見つけよう あなたと『科学』の
おつきあい」をテーマに、東日本大震災や原子
力発電所事故を経験した私たちが、今後科学
とどのように「おつきあい」していくかを共に考
え、語り合い、より良い社会を「つくる」ための
コミュニケーションを特に取り上げています。
　また、新たな取り組みとして、研究者・研究
機関が出展する「研究者ゾーン」、地域の連携
活動に関心の高い科学館や団体が出展する

「地域連携ゾーン」、中高生・教員の参加による
「生徒発表・教員交流ゾーン」という、三つの特
設ゾーンを設けます。そのほかにも会場では、
シンポジウム、トークセッション、実験工作教
室、サイエンスショー、ブース・ポスター展示な

ど、過去最高の200を超える多彩な企画が出
展します。
　また、「FIRSTサイエンスフォーラム3」（第1
回）を同時開催します。総合科学技術会議が推
進するFIRSTプログラム（最先端研究開発支
援プログラム）は、世界のトップを目指す30の
研究課題を支援するものです。「FIRSTサイエ
ンスフォーラム」は、最先端の研究をトップ科学

者が自らの体験にもとづいて紹介します。また、
フォーラム会場の高校生らと直接語り合うこと
で若者たちに科学技術への夢や希望を持って
いただくことを目指すものです。
　2012年は、「未来のトップ科学者は君だ！」
と題して、東京、愛知、京都でそれぞれ開催し
ます。第1回は、11月11日13時、東京国際 交
流館プラザ平成で開催し、株式会社日立製作
所 長我部信行氏、東京大学 片岡一則教授、
東京大学 児玉龍彦教授が登壇します。また、
FIRSTプログラム実施機関によるバラエティー
に富んだブース展示は10日、11日共行います。
　第1、2回のフォーラムは、ニコニコ動画にて
インターネットライブ中継を実施する予定です

（当日、ホームページからアクセスできます）。
それぞれのイベントの詳細は、ホームページか
らご覧ください。
●サイエンスアゴラ http://scienceagora.org/
●FIRSTサイエンスフォーラム3 http://fi rst-pg.jp/

サイエンスを楽しみ、考え、共有する「サイエンスアゴラ」
トップ科学者と交流する「FIRSTサイエンスフォーラム3」を開催
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イベント開催

科学の楽しさを体験する企画も多数出展される。
（写真はサイエンスアゴラ2011の様子）

会場は多くの来場者でにぎわった。

JSTが支援した「産学官連携功労者表彰」受賞案件
賞　　名 案件名／受賞者名

内閣総理大臣賞
植込み型補助人工心臓「EVAHEART」の開発
○株式会社サンメディカル技術研究所 代表取締役社長 山崎 俊一
○東京女子医科大学 心臓血管外科 主任教授 医学博士 山崎 健二

文部科学大臣賞
磁気インピーダンス素子（MIセンサ）による電子コンパスおよびモーションセンサの開発
○名古屋大学名誉教授 毛利佳年雄
○愛知製鋼株式会社 専務取締役 本蔵 義信

文部科学大臣賞

「モノクローナル抗体迅速作製技術」（ADLib®システム）の開発
○株式会社カイオムバイオサイエンス 代表取締役社長 藤原 正明
○株式会社カイオムバイオサイエンス社外取締役、

東京大学大学院 総合文化研究科 広域科学専攻・生命環境科学系 教授 太田 邦史

経済産業大臣賞
「汚泥発生量を従来の1/10以下に低減する旋回噴流式オゾン排水処理システム」の開発
○北海道大学名誉教授 井口 学
○株式会社ヒューエンス代表取締役 設樂 守良
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「目利き」によって見いだされた可能性
　山中博士とJSTとの関係は、2003年、JSTの戦略的創造研究推
進事業CRESTの研究領域「免疫難病・感染症等の先進医療技術」で、
山中博士の研究課題「真に臨床応用できる多能性幹細胞の樹立」が
採択されたことに始まった。この時、研究総括を務めていたのが、岸
本忠三 大阪大学名誉教授である。
　JSTの戦略的創造研究推進事業の大きな特徴の一つに、研究者の
選抜について研究総括が大きな力を持っている点が挙げられる。アド
バイザーの存在はあるが、最後は研究総括の責任において決定され
る。そのため合議制の選抜方式と違い、研究総括の「目利き」の力に
よる、いわば冒険的な人材選びが可能なのだ。こうした環境の中で、
40代の若き研究者だった山中博士もその可能性を見いだされ、世界
を驚かす成果を発表していった。

CRESTでマウス、ヒトのiPS細胞樹立に成功
　山中博士は03年10月～ 09年3月の約5年半、CREST「真に臨
床応用できる多能性幹細胞の樹立」の研究代表者として、ES細胞と
は全く異なるアプローチによる多能性幹細胞の樹立を目指した研究
を推進した。06年8月、マウスの皮膚細胞から多能性幹細胞を樹立
することに成功したがこの第1世代マウスiPS細胞は遺伝子の発現
パターンがES細胞とは少し異なること、分化能力がES細胞よりも
劣ることなど有用性に疑問の声が出た。そこで山中博士は作製手法
に工夫を重ねて07年6月、ES細胞に匹敵する第2世代マウスiPS細
胞を開発した。そして、そのわずか5か月後の07年11月には世界の

研究者に先駆けてヒトの皮膚細胞からヒトiPS細胞を樹立すること
に成功した。
　この成果は世界中のメディアによって報じられ、米国はただちに
iPS細胞研究の支援を開始、欧州ではこの成功を称賛するローマ
法王庁の声明も出された。

All Japanで研究の進展をバックアップ
　こうした快挙を受けて、JSTではiPS細胞研究を緊急支援する「山
中iPS細胞特別プロジェクト」（08年4月～13年3月）を立ち上げ、支
援体制を強化した。更に、「オール・ジャパンの研究体制が必要。私
たちだけでは米国に追い抜かれてしまう」との山中博士の訴えに応え、
文部科学省を始め省庁を横断した国を挙げての支援に乗り出した。
　かつてない強力な支援体制を得て、山中博士を中心とするiPS細胞
研究は「真に臨床応用できる」段階へと確実に近づいている。山中博
士らの研究グループは08年10月にはウイルスを用いずに必要な因子
を導入してiPS細胞を樹立することに成功、11年6月には発がん遺伝
子c-Mycを用いずに転写因子Glis1の導入によりマウス/ヒトiPS細
胞を高効率に作製することに成功した。また、10年4月に設立された
京都大学 iPS細胞研究所（所長：山中伸弥博士）が中心となり、特許
の取得や知的財産の管理も行われている。
　更に臨床応用の実現に向けて、山中博士は「iPS細胞ストック」の設
立やiPS細胞を利用する際のガイドラインづくりなど、患者の立場に
立った環境整備にも取り組んでいる。
　臨床応用を待ち望む多くの患者への使命感を胸にまい進する山中
博士の思いに、JSTも引き続き“オールJST体制”で応えていきたい。

ノーベル生理学・医学賞 を山中 伸弥 博士が受賞
本年のノーベル生理学・医学賞を、山中 伸弥 博士（京都大学 iPS細胞研究所 所長）が
受賞した。今回の受賞は、山中博士の研究チームによる「成熟細胞が初期化され、多能
性を獲得しうる現象の発見」＝人工多能性幹細胞（iPS細胞）の樹立に対して贈られるも
のである。JSTは2003年度の戦略的創造研究推進事業CRESTでの山中博士を研究
代表者とするプロジェクトを始めとして、現在まで、生命科学の世界に革命をもたらす山
中博士の研究を支援し続けてきた。iPS細胞技術は再生医療や難病治療などの臨床応用
への強い期待が寄せられている。世界が認めた日本発の成果が、更なる革命的な成果を
生み出すための偉大な一歩となることを願いたい。

山中 伸弥（やまなか・しんや）博士 略歴
京都大学iPS細胞研究所 所長、Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, Visiting 
Scientist、博士（医学）、医師
1987年神戸大学医学部卒業後、国立大阪病院 臨床研修医、93年大阪市立大学大学院医学研究科
博士課程修了、93年Gladstone Institute, Postdoctoral Fellow, University of California San 
Francisco, Research Fellow、96年日本学術振興会 特別研究員、大阪市立大学医学部薬理学教
室 助手、99年奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター 助教授、2003年同センター 
教授、04年京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野 教授、07年同大学物質-細胞統合システム
拠点 教授、08年同拠点iPS細胞研究センター センター長を経て10年から現職。

JSTでは1990年代半ばからいち早く幹細胞関連研究の包括

的な支援を行っており、山中博士らによるiPS細胞技術の開発

を始めとする数々の成果の創出に貢献しています。

1995-2002 CREST「生命活動のプログラム」
1998-2003 ERATO「近藤誘導分化プロジェクト」
2000-2007 CREST「生物の発生・分化・再生」
2001-2008 CREST「免疫難病・感染症などの先進医療技術」
2001-2007 CREST「医療に向けたバイオ素子・システムの創製」
2005-2008 委託開発「細胞自動培養システム」
2007-2012 ERATO「中内幹細胞制御プロジェクト」
2008-2012 「山中iPS細胞特別プロジェクト」
2008-2015 CREST「iPS細胞作製・制御などの医療基盤技術」
2008-2015 さきがけ「iPS細胞と生命機能」
2009- S-イノベ「iPSを核とする細胞を用いた
 医療産業の構築」
2009- JST-CIRM 共同研究プログラム
2009- 戦略的国際科学技術協力推進事業「幹細胞および
 脳の領域におけるイスラエルとの研究交流」
2012- 国際科学技術共同研究推進事業
 「『幹細胞のエピジェネティクス』領域での
 カナダとの共同開発プログラム」

　京都大学教授 山中伸弥博士がノーベル生理学・医学賞を受賞される
ことに対して、心からお喜び申し上げます。
　今回の山中博士の受賞は、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を世界に先
駆けて樹立し、医療に有用な多能性幹細胞を自在に作製し、発展させた
ことが高く評価されたものです。
　JSTは、2003年から山中博士に対して研究を支援してきました。その
中で、06年にiPS細胞が生まれました。その研究成果に大きな衝撃を受
けた諸外国は、国を挙げてiPS細胞の研究を取り組むなど国際的な研究
競争が開始されました。JSTは、その後更に、山中博士やiPS細胞研究に
対して一段の強力な支援を展開したことによって、現在ではiPS細胞の研
究は大きな進展を見せるようになりました。
　こうした研究支援をしてきたJSTの立場からみると、山中博士の成果
は、二つの意義があるといえます。
　一つ目は、iPS細胞を用いて、難病の原因を解明することにより、ALS（筋
萎縮性側索硬化症）などの治療への展開が進むことです。更に加齢が原
因で起こる「加齢黄斑変性」という目の病気で世界初の臨床研究が日本
で計画されるなど、自らの細胞による「夢の再生治療」が実現しようとし
ています。これらはいずれも大きな「医療革命」をもたらそうとしています。
　二つ目は、山中博士の成果は、サイエンス（基礎研究）からイノベーショ
ン（社会変革）を目指しているわが国の科学技術政策の代表的な成功例

といえます。このノーベル賞受賞を機に、他の分野でも「課題達成型基礎
研究」に一層の弾みがつくことを期待しています。
　JSTでは今後も日本発のiPS細胞研究の発展に貢献するだけでなく、
科学技術全体の発展に貢献できるよう、なお一層の努力を払ってまいり
ます。
 2012年10月8日

独立行政法人科学技術振興機構　理事長　中村 道治

山中伸弥博士　ノーベル生理学・医学賞受賞をお祝いしてJSTの幹細胞関連研究支援

「iPS細胞」とは？
山中博士の研究チームは、マウスやヒトの皮膚に由来する線維芽
細胞に4種類の遺伝子（Oct 3/4、Sox2、c-Myc、Klf4）を組み
合わせて導入することで、ES細胞と同様に神経細胞や心筋細胞、
脂肪細胞、軟骨などあらゆる組織や臓器へと成長する、高い増殖
能力と分化能力を持つ幹細胞（多能性幹細胞）を樹立することに

成功し、この細胞を「人工多能性幹細胞（induced pluripotent 
stem cell＝iPS細胞）」と命名した。皮膚細胞を利用するiPS細胞
は、1度分化した細胞は初期化しないとされたこれまでの常識を覆
すものだ。また、生殖細胞（受精卵）を利用する胚性幹細胞（ES細
胞）が抱える倫理的問題をクリアする幹細胞として世界中から注目
を集めており、がんを始めとする難病のメカニズム解明や創薬、再
生医療などへの応用が期待されている。

山中博士（中央）とJST中村理事長（左）、京都大学松本紘総長（右）

特報

山中博士の研究の足跡とJST

　JST研究開発戦略センター（CRDS）で
は、政策形成・実施の過程において科学と
政府が果たすべき役割および責任の在り方
について、数年前から検討を進めてきました。
その成果を今年3月に政府に対する戦略提
言「政策形成における科学と政府の役割及
び責任に係る原則試案」として取りまとめまし
た。このたび、本検討をもとに今後日本が進
めていくべき取り組みについて論じた、有本
建男政策研究大学院大学教授 兼CRDS副セ
ンター長と佐藤靖CRDSフェローによる論説

“Rebuilding Public Trust in Science for 
Policy-Making”が、米国サイエンス誌2012
年9月7日号に掲載されました。
　本論説では、東日本大震災および東京電力
福島第一原子力発電所事故の発生後、政府お
よび科学者コミュニティーの役割と責任が問
われたことを記し、科学技術に対する信頼が
損なわれたことを示す世論調査の結果を明ら
かにしました。また、科学者コミュニティーと
政府をつなぐ有効なシステムの構築が課題で
あると論じました。そして政策形成・実施の過

程における政府と科学の関係に関する行動規
範を策定し、教育訓練を実施するなどの、必
要な取り組みを進めるべきであると指摘して
います。
　そのほか、科学と政策形成との間の適切な
関係の構築を目指した近年の海外の取り組み
や最近の日本における動きを紹介しました。
その上で、今後は科学と政治・行政に関する
ルールづくりが進んでいくことが望まれる、そ
うした取り組みは各国の緊密な連携のもとで
行われるべきであると述べています。

政策形成・実施の過程における
科学と政治・行政との関係に関する論説を発表しました
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研究成果

　JSTバイオサイエンスデータベースセンター
（NBDC）では、毎年10月5日を「ト

1 0 5

ーゴーの日」
とし、ライフサイエンス分野のデータベース統
合にまつわる問題を共に考え、議論を深めるシ
ンポジウムを、情報・システム研究機構 ライフ
サイエンス統合データベースセンター、医薬基
盤研究所、農業生物資源研究所、産業技術総
合研究所と共同で開催しています。第3回目と
なる今年は、時事通信ホール（東京・銀座）を
会場に、「ライフサイエンスデータベース統合
の医学への応用を探る」と題して、大規模なヒ

トに由来するデータを扱う上での情報技術や
倫理面の課題、研究事例等について専門家に
よる講演が9件行われました。シンポジウムに
は学界や産業界の研究者や学生、府省関係者
等の多様な参加者が約250名集まり、ヒトに由
来するデータを共有するために必要な技術や
制度について活発な議論が繰り広げられまし
た。また、併設されたポスター発表では、54件
の発表が行われ、各研究領域におけるデータ
ベース統合の状況が報告されました。
　本シンポジウムで発表されたNBDCの取り

組みの一部は本誌特集2（P10～13）で紹介
しています。

「トーゴーの日シンポジウム2012 ～ライフサイエンスデータベース統合の
医学への応用を探る」を開催しました

N E W S 5

開催報告

ポスター発表の会場にも多くの参加者が訪れた。

　「J-GLOBAL」は、「つながる、ひろがる、ひ
らめく」をコンセプトにした科学技術情報専門
の検索サイトです。その大きな特徴は、文献、
特許、研究者、研究課題など、異なる種類の科
学技術情報を関連付けながら横断的に検索で
きる点にあります。例えば、論文情報から著者
や関連する特許、研究機関の情報などを次々
にたどって探索することができます。そのため、
一つの種類の情報だけでは得られない意外な
気づきや新たな発想からイノベーションの扉が
開かれることが期待できます。
　J-GLOBALは、研究者約22万人、研究課題

約6万件、文献約3,175万件、研究機関約32
万件、特許約964万件など、国内最大級の情
報を収録しています（収録数は9月1日現在）。
2009年からベータ版として試行公開してきま
したが、その間利用者から寄せられた要望に
応える検索画面の使いやすさの向上、科学技
術用語を体系化した「シソーラスmap」の搭載、
収録情報の量と質の充実など、大幅な改善を
加えて9月26日にリニューアルし、正式公開を
開始しました。今後も収録情報の充実や外部サ
イトとの連携強化、機能向上を進め、イノベー
ション創出に貢献することを目指します。

情報をつなげて、イノベーションの扉を開く
科学技術総合リンクセンター「J-GLOBAL」をリニューアル
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リニューアル

J-GLOBAL  http://jglobal.jst.go.jp/



発行日／平成24年11月1日
編集発行／独立行政法人 科学技術振興機構 総務部広報課
〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ
電話／03-5214-8404　FAX ／03-5214-8432
E-mail ／ jstnews@jst.go.jp ホームページ／ http://www.jst.go.jp
JST news／ http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/ISSN　1349-6085 2012/November

磁石を自在に操りたい
その夢が研究の原動力

　　小学生の頃は鉄道や飛行機が好きで、エ
ンジニアの仕事に憧れていました。工学部に進路を決め、半導体で
有名な東北大学に進みました。そこでは電子工学・電気・通信・情報
を幅広く学び、半導体と物理を学べる研究室を探しました。大学院
時代に大野英男教授から、「半導体と磁石両方の性質を持つ材料の
研究をやらないか」と声を掛けていただいたことが、現在の研究への
道を開く第一歩となったのです。
　私が最終的に目指しているのは、「磁石を電気的に自由自在に操
る」ことです。磁石はハードディスクなどに使われており、多数並ん
だ小さな磁石のS極とN極を反転させることで情報を書き込んでいま
す。反転させるには電流を流して生じる磁界が必要ですが、磁石が小
型になる程、不要な部分にまで磁界ができ、余計な電流が流れてし
まいます。パソコンが熱を持つのも、電流が無駄に熱エネルギーに
なるためです。
　JSTさきがけ「ナノシステムと機能創発」領域では、電流を使わずに、
電気的に磁化方向を反転させようと考え、取り組んできました。絶縁
体の膜の上から磁石に電圧をかけると、電流は流れませんが、磁石の
性質が変わります。うまくいくと磁石の磁化が反転し、電流で反転させ
る方法に比べ約5000倍もの省エネルギーが可能になります。
　研究開発が進む次世代磁気メモリは、半導体メモリと比較して「書
き込み・読み出し」共に速く、書き込み回数も無限で壊れにくいとい
う特徴を持っています。また電池をほとんど消耗せず、電源を切って
もメモリが消えないため、実用化されれば、電源を入れると1秒とか

からずに起動するパソコンも可能になるかもしれません。私の研究も
次世代磁気メモリの開発への貢献を目指しています。

リニアモーターカーなどの
飛躍的な電力削減にも期待

　　研究の過程で、コバルト磁石の薄膜に絶縁
膜を介して電圧を加えることで、磁石の性質を消したり元に戻したり
できることを発見しました。物質の性質が変化することを、相転移と
呼びます。朝と夜の室温の違いで実験データが変化したことをきっ
かけに、室温周辺温度の違いで実験を進めたところ、10ボルトの電
圧をかけたとき、コバルト磁石の相転移温度が10℃変動するとわか
りました。金属の相転移温度を電気的に制御できることは世界で初
めての発見でした。磁石の相転移だけでなく、磁力の強弱も操作で
きるので、電磁石や磁界発生器などにも可能性が広がります。現在は
原子2個の厚さですが、より大きな磁石でも可能となれば、医療機器
のMRI、電気自動車やリニアモーターカーなど、幅広い分野で飛躍的
な電力削減が可能になるのでは̶と夢を見たりします。

多彩な交流から生まれる
思いがけない発見や発展

　　さきがけで所属している領域には、多彩な
分野の研究者がいます。半年に1度、3期生や他の領域の研究者と研
究会を開いていますが、知識の交流や、楽しい会話の中から研究の
ヒントが見つかったり、共同研究もスピーディーに進むという、うれ
しい経験が多々あります。交流時にヒントを得て、コバルト磁石の相
転移温度を飛躍的に発展させることもできました。人とのつながりや
コミュニケーションはとても大切だと改めて実感しています。国内外
の優秀な研究者と交流する機会が増えたことも、大きな刺激と励み
になっています。
　さきがけの研究者として、新しい発見や応用に近づくものを一つで
も多く見つけ出すことが私の使命と感じています。まずは現在の研
究課題について5年から10年をめどに確立できるよう、努力を続け
ていきたいと思います。

Vol. 7 ちば・だいち　19
78年生まれ。

札幌北高等学校卒
業。東北大学工

学部、同大学工学
研究科博士後期

課程修了。博士（
工学）。ERATO

大野半導体スピン
トロニクスプロ

ジェクト研究員を
経て、2012年か

ら現職。10年～現
在、さきがけ研

究者（兼任）。趣味
はシュノーケリ

ング、水泳、南国へ
の旅行。

京都大学 化学研究所 材料機能化学研究系
ナノスピントロニクス 

千葉 大地 准教授

TEXT:西原槇 /PHOTO:伊藤雅章

今年9月に生まれたばかりの長男
と。「実家での出産・育児を終えた
妻と息子との新生活が11月から始
まります。研究と同じく、新米パパ
の方も頑張ります！」（千葉さん）

戦略的創造研究推進事業さきがけ ナノシステムと機能創発
研究課題「電界による磁化スイッチングの実現とナノスケールの磁気メモリの書込み手法への応用」
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「ながはまルール」が参加者の利益を守り意志を尊重する

最先端研究に
市民が自ら考え参加する町

ノーベル生理学・医学賞を山中 伸弥 博士が受賞

統合化と情報共有の先に見える光

データベースが生命科学の未来を変える
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超省エネ・高速の
磁気メモリの実現へ

研究室で原子レベル
の薄さの磁石の膜を
積み上げる装置を使
い、超薄膜の磁石を
作製する千葉さん。

●千葉さんの詳しい研究内容を知りたい方はこちらへ
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20111003-2/
http://www.jst.go.jp/pr/announce/20120607/

C O N T E N T S

表紙写真

滋賀県長浜市では、市民の健康づくりとゲノム疫学研究のた
めの「ながはま0次予防コホート事業」が1万人の市民参加を
得て行われている。写真は、市の観光スポット「黒壁スクエ
ア」の中心街の風景。手前は、市民の健康づくりを推進する
NPO法人「健康づくり0次クラブ」によるイベント告知ポス
ター（いきいき健康フェスティバル）と広報誌「げんき玉」。
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14社会にひろがる新技術 ～JSTの研究開発成果から～Vol.7
いよいよ「膝軟骨」の再生医療が実用化
患者自身の軟骨細胞を活用する医療機器の製造・販売が承認

16News Clip

　日本の強みの一つであるナノテクノロ
ジー・材料分野は、第4期科学技術基本計
画の中で、重要な科学技術の基盤として位
置づけられています。この分野は、環境・エ
ネルギーやライフサイエンス、情報通信な
どの他分野と融合することで新しい技術や
産業を生むけん引力を持っています。これ
を進めるためには、産学官の協働が欠かせ
ませんし、研究インフラを優秀な研究者、
技術者が自由に使えるような仕組みを整え
ることが必要です。

　JSTは文部科学省と、全国の大学等を“拠
点&ネットワーク化”する「センター・オブ・
イノベーション（COI）」を構築しようと検
討しています。全国でそれぞれ分野を定め、
世界と戦える産学連携研究開発拠点とサテ
ライト拠点を構築し、大学や研究機関の力
を活用して企業が事業化をリードする、トッ
プサイエンスから実用化を目指し、産学官
が協働して研究開発を集中的に実施するも
のです。
　“拠点&ネットワーク化”の先行事例とし

て、「物質の特性・機能を決める特定元素
の役割を理解し有効活用する」というコン
セプトのもと、JSTと文部科学省、経済産
業省は蜜に連携を取りながら元素戦略に関
するプロジェクトを進めています。今後、ナ
ノテクノロジー・材料分野に限らず、エネル
ギー・環境分野、ライフサイエンス分野等
における新たな研究開発システムをCOI構
想のもとで整備し、イノベーションの創出
を加速させたいと考えています。

JST理事長　中村道治“拠点&ネットワーク化”で新たな研究開発システムを
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生命科学の未来を変える
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先駆ける科学人 Vol.7
超省エネ・高速の磁気メモリの実現へ
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