
LIAISONバックナンバーは、HPからダウンロードいただけます。

東　京リエゾンオフィス｜〒１０８-００２３　東京都港区芝浦3-3-6　キャンパスイノベーションセンターサテライトキャンパス606 Tel：03-5440-9100　Fax：03-5440-9124

今出川リエゾンオフィス｜〒６０２-００２３　京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103　同志社大学今出川校地 寒梅館2F Tel：075-251-3147　Fax：075-251-3046

京田辺リエゾンオフィス｜〒６１０-０３９４　京都府京田辺市多々羅都谷1-3　同志社大学京田辺校地 ラウンジ棟1階 Tel：0774-65-6223　Fax：0774-65-6773
 E-mail：jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　URL http://liaison.doshisha.ac.jp

公開特許一覧ホームページアドレス　http://liaison.doshisha.ac.jp/doc/assist/patent.html

2011年8月発行（年3回発行）同志社大学リエゾンオフィスニューズレター　編集／発行　同志社大学リエゾンオフィス

No.25

問合せ先 同志社大学　知的財産センター
TEL：0774-65-6900　　FAX：0774-65-6773　　e-mail：jt-chiza@mail.doshisha.ac.jp

発明の概要

特 許 番 号／特許第４３７４４７３号

出 願 番 号／特願２００３－４２６２３０ 

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／照明制御

登 録 日／2009年 9月18日

発明管理番号／知発１０２８

出 願 日／2003年１２月２４日

発 明 者／三木 光範

発明の名称 ● 制御システムおよび照明用制御システム

■課　　題　多数の照明装置の光度を制御して、任意の地点の照度を所望
の照度にすることは容易ではなかった。同様の制御を行う一般的制御方式
は知られていなかった。

■解決手段　所望の位置の照度と目標照度との関係が所定の条件を満足す
るか、満足しないかを判断し、判断結果に基づき、複数の照明装置のそれぞ
れの光度を増加または減少させる手順を順次行わせることにより、所望の
位置の照度を目標照度に近づけていく。照明装置の光度をランダムに変更
し、所望の位置の照度と目標照度の比較を行い、比較結果に基づき、変光幅
を狭くしていくことにより、所望の位置の照度を目標照度に近づけていく。
消費電力が増加した場合は、光度を元の値に戻す。更に、他の制御量の制
御にも使用可能とする。制御用の制御端末装置も提供する。

発明の概要

特 許 番 号／特許第４４４３９７１号

出 願 番 号／特願２００４－９１６８３

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／暖房システム

登 録 日／２０１０年１月２２日

発明管理番号／知発１０６３

出 願 日／２００４年３月２６日

発 明 者／渡辺 好章、坂本 眞一

発明の名称 ● 

■課　　題　熱音響効果を利用しつつ、対象物を暖めることができるような
装置、及び、システムなどを提供する。

■解決手段　第一の管部２ａに高温側熱交換器４と低温入力側熱交換器５と
に挟まれた第一のスタック３ａを設けるとともに、第二の管部２ｂに低温側熱
交換器６と高温出力側熱交換器７とに挟まれた第二のスタック３ｂを設け、
低温入力側熱交換器５を－２０℃～－６０℃冷却させることによって第一の
管部３ａ内に自励による定在波及び進行波を発生させる。そして、第二の管
部２ｂにこの定在波及び進行波を伝搬させることによって第二のスタック３
ｂに温度勾配を生じさせ、この温度勾配により第二のスタック３ｂ側に設け
られた高温出力側熱交換器７から高い熱を出力する。

音響暖房装置、及び音響暖房システム

（A）

（B）

（D）

（C）

同志社大学“知”の軌跡 ～特許情報～

同志社大学には、研究技術開発によって生まれたさまざまな知的財産があります。これらの中で特許登録された発明を紹介します。
ご興味をもたれた皆様からのご連絡をお待ちしています。
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研究者をたずねて

特集

山田　礼子　同志社大学 社会学部 教育文化学科 教授
上北　朋子　同志社大学 心理学部 心理学科 助教
水谷　健一　同志社大学 高等研究教育機構 発達加齢脳研究センター 准教授

■ 上田真由美　同志社大学 生命医科学部 炎症・再生医療研究センター チェア・プロフェッサー准教授
■ 中村　隆宏　同志社大学 生命医科学部 炎症・再生医療研究センター チェア・プロフェッサー准教授
■ 小泉　範子　同志社大学 生命医科学部 医工学科教授／炎症・再生医療研究センター 研究代表者

■ 池田　雅晴　千寿製薬株式会社 開発本部 副本部長 開発戦略担当／執行役員
■ 奥村　敦司　千寿製薬株式会社 製品戦略本部 副本部長 研究開発戦略統括／執行役員

“再生医療”の英知を結集し
世の中にない治療技術を生み出す

同志社大学 生命医科学部「炎症・再生医療研究センター」
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“再生医療”の英知を結集し
世の中にない治療技術を生み出す

同志社大学 生命医科学部「炎症・再生医療研究センター」特集
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医学の枠組みを超え
工学や生命科学など幅広い研究成果を融合

❖小泉　例えば、薬害によって発症するスティーブンス・
ジョンソン症候群や化学外傷による重症の「角膜上皮ス
テムセル疲弊症」、あるいは「水疱性角膜症」など、視力
が失われることによって人々の生活の質（Quality of 
Life）に大きな影響を与えるにもかかわらず、従来では完
治の難しかった病気があります。このような病気に対して、
“再生医療”のコンセプトに基づいた新しい治療法を開発
し、病気で苦しんでいる患者さんの治療に役立てていく
…。それが当研究センターの目指すゴールです。これまで
の主な研究成果は、培養した組織幹細胞を用いた細胞
移植治療ですが、もちろん再生医療の技術そのものを製

品化することは容易ではありません。しかし、企業との協
力関係のもと、研究を通して見つかったシーズを薬剤や
手術器具など新しい製品開発に結びつけることで、社会
に有用な成果を発信していきたいと考えています。

❖中村　「角膜上皮ステムセル疲弊症」の患者さんの
多くは、両眼の障害に苦しんでおられます。つまり、角膜
再生のリソースとなる組織幹細胞を持っていないのです。
私たちの臨床経験の中で、他人の細胞を用いた再生医
療がうまくいくこともありますが、実際には拒絶反応などを
繰り返しているのが現状です。他人の細胞ではなく、自
分の口腔内にある粘膜上皮細胞を増やして角膜に移
植すれば、副作用もなく患者さんの負担が軽減されるか
もしれません。社会に優しい、人に優しい治療法の開発
が、当研究センターにおける私のテーマです。

❖上田　現場の医師は、大学で得た知識やスキルを活
かして患者さんの治療にあたりますが、実際には治らな
い病気もあるし、原因の分からない病気もたくさんありま
す。しかし、その中でも絶えず新しい発見があって、医学
の世界は少しずつ進歩しているのです。教科書を開け
ば、その内容は20年前に比べて2倍にも3倍にもなって
いますね。たとえ今すぐには難しくても、基礎研究が積み
重なって、何十年か後には、原因が分からなかった病気
が治療できるようになる…。私自身の研究が、そのステッ
プを担いたいと思っています。

❖池田　この研究センターは、京都府立医科大学眼科
学教室の木下茂教授と千寿製薬との長い信頼関係の
中、「医学という枠組みを超えて成果を発信していく」とい
う信念のもと、京都府立医科大学と包括協定を締結した
同志社大学に、両大学がより密接な関係を構築するとい
う意味も込めて、2003年に千寿製薬の寄付教育研究プ
ロジェクトとして設置させていただきました。当社においても、
工学や生命科学など優れた知的シーズが集積する同志
社大学との産学連携には、大きな期待を寄せています。
ここ10年の間、眼科の世界では様々な薬が開発されてき
ましたが、いまだ有効な治療法が確立されていない「アン
メット・メディカル・ニーズ」への社会の期待はますます高ま
るばかりです。一企業だけの研究だけでは、どうしても目
先の市場や利益を見据えたものになってしまいますが、大
学とのコラボレーションの中で、先生方の自由な発想、アイ
デアを吸収し、そこから得た技術や知恵を新たな製品開
発に反映していく…。当社と同志社大学がお互いに
“Win-Win”の関係を築くことができればと考えています。

　「炎症・再生医療研究センター」は2003年10月、千寿製薬株式会社がサポートする寄付教育研究プロジェクトとして
同志社大学に設置されました。生命医科学部で培われてきた知識やノウハウを活かし、産と学、両方の視点で“視覚の
再生”を目指した様々な先進研究が行われています。いくつかの社会的有用なシーズも育ちつつあるようです。
　今回は、センターの研究代表者とチェア・プロフェッサー、そして同志社大学と共同研究に取り組んでいる企業担当者
の皆さんをお招きし、再生医療が拓く未来の新技術・新市場について幅広くディスカッションしていただきました。

息吹き始めた知的シーズの芽
同志社大学発、バイオテクノロジーに期待

❖小泉　千寿製薬様との共同研究の中で、いくつかの
成果も生まれつつあります。例えば、冒頭で述べた角膜
内皮障害による水疱性角膜症は、これまでドナー角膜を
使った移植手術でしか治療できなかったのですが、本来、
生体内では増殖しないヒト角膜内皮細胞を増殖させる
働きを持つROCK（Rhoキナーゼ）阻害剤という化合物
を添加した目薬を開発し、角膜内皮疾患を点眼治療す
るという世界初の試みに取り組んでいます。昨年5月に
は、京都府立医科大学眼科で探索的な臨床研究を開
始しました。水疱性角膜症は、日本で年間約3000件行
われている角膜移植の中でも主要な原因疾患なのです
が、角膜移植ができる患者さんはこの病気の方の中のご
く一部であり、また視力が正常であっても、角膜の内

上田 真由美
同志社大学 生命医科学部 
炎症・再生医療研究センター 
チェア・プロフェッサー准教授

初期の水疱性角膜症に対し、ヒト角膜内皮細胞を増殖させ、
内皮損傷の治癒を早める効果があるROCK（Rhoキナー
ゼ）阻害剤を添加した目薬を開発。角膜移植以外の治療法
の拡大と予防法の確立を目指す。

水疱性角膜症に対する
ROCK阻害剤点眼治療の開発

代表者／小泉範子
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皮細胞が減少し、将来、水疱性角膜症を発症する可能
性のある患者さんがたくさんいらっしゃいます。現在は、角
膜移植しか治療法がないために、そのような患者さんは
治療の対象にはなっていません。点眼薬の開発と同時
に、「この段階で治療を開始すれば、発症が防げる」とい
う診断基準を確立し、角膜内皮障害に対する治療のコ
ンセプトを大きく変えるような提案をしたいと思っています。

❖上田　私は、眼表面の炎症制御機構に関する研究
を行っています。眼表面の炎症疾患は粘膜免疫の異
常によって起こりますが、その一つの症例が全身に水疱
や紅斑点が現れ、失明の恐れもある「スティーブンス・ジョ
ンソン症候群」です。炎症のメカニズムを明らかにできれ
ば、有効な治療法や薬剤開発の道が開けるのではない
か…。患者さんの血液を採取し、遺伝子多型解析を行
ったところ、自然免疫応答の異常が深く関係しているこ
とが分かりました。10年後、20年後、遺伝子解析がさら
に進めば、重症薬疹にかかるリスクをある程度予測す
ることが可能となるでしょう。近い将来、一人ひとりのゲ
ノム情報を健康管理に役立てる「個人化医療」の時
代がやって来るかもしれませんね。

❖奥村　当社はもともと炎症領域の分野に強く、これま
で多くの主力製品を市場に提供してきました。そういう意
味では、上田先生が取り組んでおられる上皮炎症制御
の研究成果には魅力を感じていますし、当社において
新たに重点領域と位置づけている角膜領域においても
力を注いでいこうと考えています。特に角膜の再生領域
に関する研究では、いろんな生体素材や組織をマニ
ピュレーションしていく分野なのですぐに実用化するのは
難しいかもしれませんが、例えばそこに当社の薬剤を加え
ることで再生医療の技術が完成するようなサポートの在
り方を模索しています。中村先生との共同研究では、

角膜上皮細胞を培養させるコラーゲンシートの開発など
で一定の成果を上げることができました。患者さんにとっ
てより安全な治療技術の確立に向けて、さらなる共同研
究を続けていきたいと思います。

❖中村　角膜や口腔粘膜など主に上皮系の細胞につ
いて、組織幹細胞がどういう動態なのかを明らかにし、実
際に再生医療の技術へと応用できれば、幹細胞リッチ
なシートが開発できる可能性があります。結果的に、臨床
成績の向上につながるでしょう。今後、組織工学（ティッ
シュ・エンジニアリング）の技術を使って新しいデバイス－
例えば、角膜移植のとき糸を使わず縫合できる生体接
着剤など－を開発しようと思えば、現在の医学教育だけ
では限界があります。組織工学の中には、様々なシーズ
が埋もれています。研究センターの研究者や企業、同志
社大学の工学系教員などとタッグを組み、それぞれの得
意分野を融合させることで、いろんな技術や知恵を生
み出せるのではないでしょうか。

初期治療や予防医学への技術活用で
新たな市場の掘り起こしに努める

❖奥村　再生医療の技術をどのように製品へと結びつ
けていくか？ 当社は製薬企業なので、「病気で苦しんで

いる患者さんを救いたい！」という経営理念を持っていま
すが、その一方で、ステークホルダーのために、企業の利
益も追求していかなければなりません。たとえ100人の希
少疾患に効く薬ができたとしても、それを製品化すること
は容易なことではありません。今、日本の再生医療の分
野で、大学とアカデミアが一緒になって共同研究を行っ
ているプロジェクトはたくさんありますが、製品化までたどり
着いたものはごくわずかです。再生医療のブームに便乗
して、製品化のイメージを持たないままに何でもかんでも
やってみようというスタンスでは、決してうまくいかないで
しょう。探索的なテーマの中から新たなシーズを育てるこ
とも大切ですが、市場性や将来性を見極めた、より現実
的な取り組みを進めることも必要だと思います。

❖小泉　「患者さんの治療に役立つ研究をしたい」とい
うことが、私が研究を始めたきっかけでしたので、新しい
発見をして論文を書き、大学病院での患者さんの治療
（臨床研究）までもっていければ、十分素晴らしいと思っ
ていました。しかし、さらにその研究成果を企業によって
製品化することができれば、日本中、世界中で同じ病気
に苦しむ患者さんたちに研究の成果を届けることができ
るのです。法律や規制の壁、費用や安定供給の問題な
ど、そこには様々なハードルがあるのも事実です。病院の
中で患者さんと向き合っているだけでは、もしかするとそ
のことに気づかなかった可能性もあります。私たちは研
究者・医師ですので、最初に利益や市場性を見るわけ
ではありませんが、産学連携の取り組みの中で研究成
果を広く社会に還元していくために、研究者プラスアル
ファの視野を持って、企業の考えを理解しながら「自分た
ちだけではできないことを企業と一緒になって実現す
る！」という姿勢で臨むことが重要だと思います。

❖池田　患者さんの数が少ないから薬は作れない…と
決めつけてしまえば、本当に病気で苦しんでいる人を救
えないし、医学の発展はないでしょう。市場性の問題は、
企業だけでは克服できない側面もあります。その中で、先
ほど小泉先生がおっしゃったように、例えば角膜内皮障
害を発症する可能性のある患者さんの診断基準を確立
できれば、病気の初期治療や予防を目的とした薬剤開
発の道が開けるかもしれません。企業だけでは解決で

きない問題も、大学と協力することで突破できるのではな
いでしょうか。それが今回の同志社大学との産学連携の
大きな意義だと考えています。

“産学”の複眼的思考をはぐくみ
真理を臨床に役立てるプロセスを探る

❖中村　最近、私自身が思っているのは、複眼的思考
を持つということです。一つは再生医療でしか治療でき
ない希少疾患をターゲットとした研究、もう一つはジェネラ
ルに効能があるような薬剤を見つけること。そのバランス
感覚を大切にしながら研究を行っています。ジェネラル分
野については、スイス・ローザンヌ大学との連携の中で、
将来、角膜疾患の治療につながりそうな分子が見つか
りました。今後、千寿製薬様の協力を得ながら、その有効
性を検証しようと考えています。研究者にとって、自分が
取り組んでいるテーマはわが子のように愛おしいもの。当
研究センターから巣立ったわが子が、世の中で広く活用
されるよう努力を続けたいと思っています。

❖上田　これまでの研究で、眼表面のホメオスタシス
（恒常性）をある程度コントロールしているのは、眼表面
の上皮細胞だということが分かってきました。上皮の抗
炎症作用を働かせるような薬ができれば、炎症疾患に
苦しむ人たちを救うことができるでしょう。特に、私が取り

角膜や口腔粘膜上皮幹細胞を細胞ソースとして、組織工学
の技術を応用して生体外で培養上皮シートを作成し、実際
の眼表面に移植して、角膜を再建する。

難治性眼表面疾患に対する
角膜再生医療

代表者／中村隆宏
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特集｜同志社大学 生命医科学部「炎症・再生医療研究センター」　“再生医療”の英知を結集し世の中にない治療技術を生み出す

組んでいる免疫分野の研究成果を実際の患者さんに
活かすことは容易でないかもしれません。例えば、「新薬
の候補化合物」が2万個あったとしても、その中で薬とし
て製品化できるのは、わずかに一つしかない確率だと言
われています。体の中に起こっている真理を見つけて満
足するだけでなく、その周辺技術や知識を含めて、どうす
れば社会の中で役立てることができるのか、産学連携を
通してその道筋を見つけていきたいですね。

❖奥村　私たち製薬会社は薬剤を作るというプロセス
に関してはプロフェッショナルですが、病気のこと、例えば
患者さんが一番困っていることについて
は、本当の意味で理解しきれない部分も
あります。研究センターに在籍されている
先生方は、研究者であり患者さんと向き
合う臨床医でもあるので、私たちが不足
している部分をフィードバックしてもらうこ
とで、現場で望まれている薬剤の開発
につなげることができると信じております。
同志社大学とのコラボレーションの中で、
研究者の皆さんや患者さんのニーズを
反映させていく取り組みを進めていきた
いと考えています。

❖小泉　少し繰り返しになりますが、この「炎症・再生医
療研究センター」は、2003年10月に同志社大学に千寿
製薬様がサポートする寄付教育研究プロジェクトとして開
設され、その後、2008年4月からは生命医科学部医工
学科との緊密な連携のもと、2名の医工学科専任教員
と2名のチェア・プロフェッサーが「視覚の再生」を目指し
た研究を行っています。
　当研究センターの大きな特徴は、在籍している教員が
それぞれ自分のテーマを掲げて、世界的にもレベルの高
い研究を行っているということでしょう。病院で治療にあ
たる臨床医にとって、研究に専念して成果を生み出して
いく環境を与えていただいたことは大きな意味があったと
思います。当研究センターが開設されて8年間、同志社
大学と京都府立医科大学だけでなく、国内外の様々な
研究者、研究機関とのネットワークも広がりつつあります。
近い将来、これまで育ててきた研究の芽が花開く日が近
いと信じています。
　本日は、ありがとうございました。

同志社大学生命医科学部
　「炎症・再生医療研究センター」
臨床と研究、双方のアプローチで「視覚の再生」を目指す！
　同志社大学生命医科学部「炎症・再生医療研究センター」では、眼科臨床医である2名のチェ
ア・プロフェッサーが、医工学科専任教員との連携のもと、先端医療で解決できない問題点を克服
し、より多くの人々が明るい光を取り戻すことを目指した研究を行っています。
　“再生医療”をキーワードとして、同志社大学生命医科学部や理工学部などと積極的な共同研
究を行い、角膜再生医療を実用化するための幹細胞研究、新規医療用デバイスの開発、生体材
料の工学的解析方法の研究など、同志社大学における医工連携研究を推進しています。

京都市上京区今出川通烏丸東入
今出川キャンパス扶桑館2F
075-251-4071
rc-eye@mail.doshisha.ac.jp

nkoizumi@mail.doshisha.ac.jp 小泉　範子
tanakamu@mail.doshisha.ac.jp 中村　隆宏　
mueta@mail.doshisha.ac.jp 上田真由美

担当：二木三起子（秘書）

http://saisei.doshisha.ac.jp/

主なプロジェクト
1 角膜内皮の再生医療

2 角膜上皮・実質の再生医療
3 幹細胞の分子構造の解明

4 新規角膜再生医療デバイスの開発
5 眼表面炎症性疾患の病態解明

6 眼表面による炎症制御機構の解明

住所

TEL/FAX

E-mail

●　問合せ先　●

“産学”の強みを活かして独創的成果を発信

　同志社大学生命医科学部の炎症・再生医療研究センターは、極めてユニークな
生い立ちに始まり、他に例を見ないような医工連携と産学官連携の成功を果たし、
そして国際的認知度の高い教育・研究センターに成長してきました。この組織につい
ては、千寿製薬株式会社による同志社大学寄付教育研究プロジェクト開設、そして
同志社大学と京都府立医科大学の学術交流に関する包括協定の締結を抜きにし
て語ることが出来ません。場（同志社大学）、金（千寿製薬）、人（京都府立医科大
学）が理想的に結びつき、それぞれの組織に大きなメリットを生み出してきたように思
えます。有効なインキュベーションタイムを経て、今や、日本の「視覚再生研究」を代表

する、そして国際的に認知される研究組織に成長してきた炎症・再生医療研究センターは、英国のCardiff University、ド
イツのErlangen University、米国のHarvard Medical Schoolの研究者達と緊密な関係を保ちながら、国内的には京都
府立医科大学、京都大学、大阪大学、滋賀医科大学、神戸理研などとの共同研究を行いながら、さらなる成長を遂げつ
つあります。実際、研究代表者の小泉範子氏は、世界の科学技術をリードすることが期待される潜在的可能性を持った
研究者の一人として内閣府「最先端・次世代研究開発支援プログラム」遂行者に選定されています。
　これからも、同志社大学生命医科学部炎症・再生医療研究センターが、千寿製薬株式会社そして京都府立医科大
学と有意義な連携を継続しながら、世界に向けて独創的な研究成果を発信し、その原動力となる同志社大学学生諸
君が大きな発展を遂げることを期待しています。

木下　茂 （きのした　しげる）
京都府立医科大学視覚機能再生外科学教授、同志社大学生命医科学部連携教授（兼任）
Adjunct Clinical Senior Scientist, The Schepens Eye Research Institute, USA（兼任）
Honory Distinguished Professor, Cardiff University, UK（兼任）

Stevens-Johnson症候群（SJS）の発症には、
HLA-A*0206ならびに多数の遺伝子多型がかかわってい
ることが分かった。SJSの病態解明とともに、遺伝子多型解
析結果をもとに、SJSを発症しやすい人を前もって予測で
きるシステムを構築する。

眼表面炎症性疾患の病態解明

代表者／上田真由美

Project-3
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リエゾン
カフェ

人文社会系産官学連携推進リーフレットの作成

同志社大学リエゾンオフィス・
知的財産センター  着任紹介

松井　健一　リエゾンオフィス 産官学連携コーディネータ

料を機軸に強度・耐久性能の向上、また光触媒を使っ
て汚れを分解する表面仕上等の付加価値を付ける仕
事に専念してきました。
今後さらに幅広い研究分野を学び、先生方とでき

るだけ綿密なコミュニケーションをとっていこうと
思っています。そして同志社の知的資産が幅広く活用
され、地域社会に一層貢献できるコーディネータを目
指していきます。どうか宜しくお願い致します。

生まれは大津市で、現在は奈良の橿原市に住んで
います。高校卒業までは滋賀県各地を転居し、転校せ
ずに修了したのは大学のみという妙な経験をしてい
ます。学生及び企業（パナソニック電工）人として大阪
で３０年を、三重県でも１０年仕事してきました。京都
は今回が初めてで、しかも伝統ある同志社で仕事が
できる幸運に恵まれました。
企業では住宅の設備や建築材料を扱う部門で、材

中嶋　裕　研究開発推進係

飛び込んだということもあり、日々勉強の積み重ねで
す。実際に企業とのマッチングを行うコーディネータ
と共に産学連携・地域連携を推進し、また、研究者をサ
ポートするために必要かつ適切な競争的資金を得ら
れるよう、精一杯リエゾン活動に尽力したいと考えて
おります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

今年の3月に同志社大学大学院法学研究科を修了
し、4月に同志社大学に入社したばかりの新社会人で
す。生まれも育ちも京都であるため、京都で社会人と
しての新たなスタートを切ることができたことを大変
うれしく思っています。
この度、研究開発推進課（リエゾンオフィス）に配属

となりましたが、これまで経験したことのない分野に

　本賞は、（社）日本経営協会により設置された「自治体経営の革新

を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地

域社会の実現を図ること」に貢献していると評価できる官民協働のプ

ロジェクトに与えられる栄誉ある賞です。

　今回、同志社大学など産官学が参画する「京たなべスマートフォン

プロジェクト」で開発された外国人向け観光アプリケーション「iTours

京たなべ」が、多数の応募の中から、見事、優秀賞に選ばれました。

　スマートフォンが持つ直感的な操作性、GPSやマップ機能をフル活

用した本アプリケーションは、他の自治体や観光協会の“ご当地アプ

リ”としての活用が可能で、今後、地域観光の起爆剤としての役割に

ますます期待が寄せられています。

京たなべスマートフォンプロジェクト

地元活性化の為にITで出来ることを

代表取締役　渕山　晃年
所在地 ：  〒610-0332
 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地108・314号室ＴＥＬ ： 0774-80-0955　ＦＡＸ ： 0774-65-1909E-mail ： inquiry@yoshizou.jp　URL ： http://yoshizou.jp/

入居者紹介

　弊社は、平成12年に京都市内でWEBシステムの開発を専門会社として設立いたしました。設立当初より、ソフトウェアの開発はもちろんサーバの運用まで、すべてのご提案内容を完全自社内でご提供できることを特徴としております。　現在は、京田辺市・同志社大学等と産官学共同で、スマートフォン用観光アプリケーション「iTours」を開発いたしました。本事業は、「第3回 活力協働まちづくり推進団体表彰」で優秀賞を受賞し、横須賀市様を始め、多くの自治体でご導入・ご検討をいただいております。このアプリケーションを始めITを利用し、日本全国の地域活性化の一端を担えればと考えております。

同志社発
インキュベーション施設

D-egg
未来の新産業を創る。

　D-eggは、「賃貸スペース」と「入居者サポート」を中心とするインキュベーション施設です。賃貸スペースについては、入居者募集の公募を行い、申込、審査、居室調整、定期賃貸借契約、入居の手順で行います。入居されると、常駐のIM（インキュベーションマネージャー）は、入居された皆様の事業がいち早く目標の達成ができるよう、定期的な交流を保ち日々のサポートを行います。

メリット
1． 同志社大学京田辺キャンパス内の事業環境2． 自治体による助成制度（賃料補助など）
3． 経営相談・試作機器・研究機器などのサポート4． 大学研究者や企業との出会い・交流
● 施設：鉄骨造3階建 全33室 
● 試作開発室：8室（約52～約67㎡）● 実験研究室：17室（約26～約67㎡）● I Tオフィス：8室（約20～約38㎡）

http://www.d-egg.jp/

連絡先　
同志社大学
D-egg  IM室
〒610-0332 
京都府京田辺市
興戸地蔵谷1番地　　

TEL:0774-68-1378
FAX:0774-68-1372

株式会社吉蔵
エックスワイゼットソリューションズ

宮本　博之　知的財産センター 副所長 （理工学部機械システム工学科 教授）

勤務時間中に「熱心」に勉強するあまり、見かねた上司
から「会社は君が勉強するために給料を払っているの
ではない」とお叱りを受けた苦い思い出があります。
同志社大学に教員として戻り、特許のノルマから開

放されたと思いきや知的財産センター副所長を拝命
しました。企業に比べて大学からみた知的財産権の意
義は分かりにくく、自分なりに改めて問い直しており
ます。まだ素人ですが、関係部署の皆様からご指導を
受けながら、精一杯努めていきたいと思います。よろ
しくお願いします。 

京都の北、天狗が出没しそうな田舎に育ち、同志社
大学の機械工学科（当時）に進学しました。ただ何とな
く材料に興味をもち、材料系の研究室を希望し、卒業
後に鉄鋼メーカーに就職したのはバブルの終焉に近
いころでした。以後、担当した業務はステンレス鋼板
のプロセッシングによる組織制御と高性能化に関する
研究開発でした。材料に興味をもったとはいえ、私の
バックグラウンドは機械工学。配属された部署には材
料科学や固体物理などを専攻した諸先輩や同僚が大
半で、最初は部屋で飛び交う学術用語（たとえば「活
量」など）すら分からず苦労しました。専門書を買い、

尾崎　安彦　リエゾンオフィス 産官学連携コーディネータ

同志社大学リエゾンオフィスへの転職のお話を頂
いたときは、正直、これは天命かなと思いました。JST
では国の立場で、会社では産の立場で、産官学連携に
係わる仕事をやらせてもらいましたが、今度は同志社
大学で、学の立場で頑張りなさいということであるの
かなと。
一貫してライフサイエンスの分野ですが、様々な業

務や職種を通して得られた「経験」と「ヒトのつなが
り」をフル活用して、先生方の貴重なご研究の成果を
少しでも多く実用化できるよう、お手伝いさせていた
だけたらと思います。諸先輩方、ご指導ご鞭撻の程、よ
ろしくお願いいたします。

愛媛県出身。母校は（甲子園でお馴染みの）今治西
高等学校。この３月に３１年間勤めたユニチカ㈱を退
職しました。
学校では生化学を勉強しました。会社では、主に抗

菌性材料の研究・開発に従事し、幸い抗感染性医療用
具として商品化することができましたので、市販後副
作用調査、品質管理、営業（販社同行）などと、一連の
業務を経験させてもらいました。
平成１５年の暮れから平成２０年の春まで、JSTの

科学技術振興調整費業務室に出向（主任調査員）。帰
任後は、機能性食品を開発するグループのグループ
長兼テーマリーダー。大学の先生とご一緒に、JST、
厚生労働省等の競争的資金に挑戦しました。

　例えば、大学で研究開発したシーズをもとに新製品を開発するという理工系の産官学

連携は比較的分かりやすいのですが、人文社会系の産官学連携を一言で説明することは

至難の業です。企業・行政・ＮＰＯ・地域など現代社会のニーズが多様化しているからです。

　このため、誰にでもわかる「人文社会系産官学連携リーフレット」を作成しました。人文

社会系シーズを使った連携の内容や方法、契約スキーム、実施さ

れている先生へのインタビュー、豊富な取り組み事例等が記載され

ており、このリーフレットを見れば、人文社会系産官学連携を、皆さ

まもきっと身近なものと思われることでしょう。

「第3回 活力協働まちづくり推進団体表彰」優秀賞　受賞！

詳細はHPをご覧ください。
http://kyotana.be/
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「私の研究テーマは、大学教育を科学すること」
と話すのは山田礼子教授。企業間競争がグローバル
化する中、労働市場ではより即戦力のある人材、高
度な知識やスキルを身に付けた人材が望まれてい
る。大学でどのような教育が行われているのか、あ
るいは学生はどのように成長したのか…。今、高等
教育に対するアカウンタビリティの要求はますます
高まっているといえるだろう。
アメリカでは、1960年代から大学教育の成果や効
果をサイエンスの視点で測定しようという研究が積
極的に進められてきた。山田教授はカリフォルニア
大学ロサンゼルス校のアスティン教授による“カレッ
ジ・インパクト理論”にもとづいた継続的調査を日
本に初めて導入。2004年から2010年の間、全国延
べ7万人、約400の学部（大学）を対象にした学生調
査を行って、膨大なデータ収集に努めてきた。
これまでの学生評価は、修得単位数やGPAなど
目に見える直接的なものでしか測れなかった。しか
し、カレッジ・インパクト理論では、目に見えない間
接的な評価を掘り起こし、正しく把握することが大
切だという。臨床の現場では、医師の問診や触診だ
けでなく、様々な検査
データをもとに患者さん
の体調管理を行ってい
る。「教育現場でも同じ
こと。科学的なデータを
蓄積・分析し、大学教育
の改善に活かすことが重
要です」。日本版カレッ
ジ・インパクト理論の標
準化に意欲を示す。

では、具体的にどのような測定・評価を行ってい
るのだろうか？ 山田教授は「学生の自己評価を重
視しています」と説明する。調査はある一時期だけ

でなく、大学入学直後（新入生）、3年次生というよ
うに継続的に行っていく。自己評価による間接評価
と、成績などの直接評価を組み合わせることで、学
生の志向や意識の変化、成長の度合いのプロセスが
浮かび上がってくるという。
例えば、新入生を対象とした調査では、高校時代
の学習行動や価値観、また家族や友人とのかかわり
など、約150に及ぶ多様な項目についてアンケート
に答えてもらう。近年、中学・高校教育はシステマ
ティックになり、学生たちが勉強に取り組む姿勢は
受動的になる傾向がある。「高校時代に自分で学ぶ
姿勢を身に付けないと、大学の自主的な教育・研究
に適応することが難しい」と山田教授は指摘する。
また、第一志望、第二志望の大学に入学した学生の
学習意欲は総じて高いが、第三、第四志望の大学に
入学した学生のモチベーションは低く、途中リタイ
アなどにつながることもあるという。「社会全体の
教育システム、大学受験の在り方を含めて、大学教
育の改善を進めていく必要があります」と話す。

7年間に及ぶ調査から、日本の大学教育の光と影
の部分が見え、興味深い。例えば、日米の学生（3・
4年次生）のラーニング・アウトカム（学習成果）の
自己評価を見てみよう。「一般的な教養」や「分析
や問題解決能力」が大きく増えたと回答した学生
比率（2005年）は、アメリカでは前者が46.1％、後
者が35.1％。一方、日本ではそれぞれ14.7％、
14.2％と大きな差が開いている。また、大学での経
験における自己評価を見ると、「単位を取得できな
かった授業」がアメリカ13.1％に対し、日本では
69.3％にのぼる。これは、安易な単位の登録が問題
だという。本来、単位数に合わせて学習時間を確保
しなければならないが、日本の大学では取りやすい
単位を登録して、一発勝負で試験に臨むという学生
も少なくない。
反面、山田教授は日本型の大学教育システムの長
所も強調する。例えば、語学を中心としたクラスでは
学生同士のコミュニティが生
まれ、研究室やゼミでは大
人数の授業とは異なった独
自のチームワークが育まれ
る。また、卒業研究では一つ
の課題に対して自主的に取
り組むプロセスを学ぶこと
ができる。先ほどの調査に
おいても、「授業の内容につ
いて他の学生と議論した」な
どいくつかの点で日本人学
生が高い回答比率を示して

いることが分かる。「そのほかにも、サークル活動や
アルバイトなど大学生活全体を通して、社会性や自
主性を養っている学生が多い。こうした点を大学内
外のインパクトとしてもっと評価すべきでは」。
2005年と2007年の日本人学生の調査結果を比
較してみると、「学際的な授業を履修した」が
35.7％から51.6％に、「インターンシップへの参
加」が7.4％から14.2％へと大きく伸びるなど、ここ
数年の間で学生意識が変わってきていることが伺
える。「教育改善は着実に進んでいます。データを
うまく活用し、学生に応じたカリキュラムを提供す
ることで、大学の付加価値を高めることが可能で
す」と語る。

2008年11月、同志社大学に「高等教育・学生研
究センター」が開設され、山田教授がセンター長に
就任した。「これまで蓄積してきた調査結果を研究
だけに留めるのではなく、各大学の教育改善に運用
していく方法を模索しています」。2008年度に採択
された文部科学省「大学教育充実のための戦略的
大学連携支援プログラム」では、北海道大学と大阪
府立大学、甲南大学の3校と連携。当センターが中
心となって、学士課程の教育質保証システムの確立
に取り組んでいる。これは“IR（Institut ional 
Research）機能”を活用した大学相互評価の仕組
みで、「それぞれの大学の教育効果や学生の成長な
ど、開発したシステムを利用することで定量的にひ
と目で確認できるようにしたい。文部科学省からの
期待も大きい」と自信を深める。
今後は、日本の学生研究の成果を海外に発信し、
認知度を高める取り組みにも力を注いでいくとい
う。今年2月には、国内外で活躍する著名な研究者
を招いてシンポジウムを開催。会場となった寒梅館
では、活発な議論が交わされた。グローバル社会に
対応する人材、労働市場のニーズに応える人材をい
かに育てるか…。大学教育にサイエンスの視点を加
え、山田教授がその答えを導き出そうとしている。

物体探索の実験手続き

“サイエンス”の視点で
大学教育の成果と効果を測定
山田　礼子（やまだ　れいこ）　

日本版カレッジ・インパクトの
標準化を視野に！

コミュニティとチームワークを生む
日本型の大学教育システム

大学相互評価システムの確立で
教育の質向上を目指す

高校までの学びの姿勢が
大学生活の充実度を左右する!?

同志社大学 社会学部 教育文化学科 教授

「トレッドミル」を使った体力測定

 研究課題は、日米
を中心とした高等教

育に関する

研究。全国延べ7万
人にのぼる学生調

査を継続的

に実施。データベー
ス化して大学相互

評価の仕組

みを構築すること
で、教育改善に活か

そうと考え

ている。同志社大学
高等教育・学生研究

センター

長としても活躍。文
部科学省など“官”

による公募

型プログラムなどに
も意欲的に取り組

む。多忙な

毎日を過ごすが、愛
犬マックス君（オス

11歳）と一

緒にいると疲れが吹
き飛ぶとか。「忠実

で賢い犬。

最良のパートナーで
す」。

Professor's Profile

Reiko Yamada

 研究課題は、日米を中心とした高等教育に関する
研究。全国延べ7万人にのぼる学生調査を継続的
に実施。データベース化して大学相互評価の仕組
みを構築することで、教育改善に活かそうと考え
ている。同志社大学高等教育・学生研究センター
長としても活躍。文部科学省など“官”による公募
型プログラムなどにも意欲的に取り組む。多忙な
毎日を過ごすが、愛犬マックス君（オス11歳）と一
緒にいると疲れが吹き飛ぶとか。「忠実で賢い犬。
最良のパートナーです」。

Professor's Profile
Reiko Yamada

■ 授業や実験への出席時間

単位の実質化に大きな課題がある日本の大学？
■ 授業時間以外の勉強時間や宿題時間

アメリカ2005 
1.7
8.2 25.5 28.6 16.2 10.2 9.3

日本2005 
2.86
10.99 21.56 26.31 17.26 6.84

3.40
10.78

アメリカ2005 
0.7
1.7
9.7 

27.1 33.3 19.2 7.7

日本2005 
3.76  
1.45  
2.23  
6.97 
10.36 18.16 22.74 34.34

日本2007 

2.37  
1.47  

6.06
8.38  14.44  20.43  44.03

（単位：％） 日本2007 

5.2 16.5 27.7 14.6 5.8 4.8
2.9

22.5

（単位：％）

　全然ない　　1時間未満　　1～2時間　　３～5時間　　6～10時間　　11～15時間　　16～20時間　　20時間以上

09 10Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.34／2011.8



脳機能のメカニズムから
社会認知と行動制御の働きを解明

上北　朋子 （うえきた　ともこ）
同志社大学 心理学部 心理学科 助教

研究課題は、げっ歯類の空間認知の生理心理学的研究、社会行動の神
経メカニズムに関する研究など。特に、デグーを使った社会行動の研究
では、 動物の自然な行動を引き出す実験場面の設定や脳の特定部位
の損傷手術など、その実験技術・手法の確立に力を注ぐ。趣味は、「飲ん
で、歌って、踊ること」。クラシックピアノ歴は30年以上で、高校時代には
コンクールにも出場したことがあるとか。ショパン、ラフマニノフなど難しい
名曲を華麗に弾きこなす。鍵盤に触れているときが幸せなひと時。

研究者をたずねて

Assistant Professor's ProfileAssistant Professor's Profile

Tomoko Uekita

　“こころ”を科学する心理学部。だが、目に見えない
心を調べるにはどうすればいいのだろうか？「相手が
何を考えているのか。どんな気持ちでいるのか…。行
動を観察することで、心の様子が見えてきます」と上北
朋子助教は説明する。オランダの著名な動物行動学
者ニコラス・ティンバーゲンは、行動を理解するために、
①行動が形成されるメカニズム（脳のシステム）、②行
動が形成された経緯（発達）、③その行動が必要な理
由（機能）、④行動を持つ理由（進化）という4つの条
件を理解する必要があると提唱した。中でも、上北助
教は行動研究のベースになる脳のシステム、特に“海
馬”と呼ばれる部分にスポットを当て、神経行動科学と
いう側面から研究を進めている。

　行動心理を測定する上で、上北助教が研究対象と
している動物がデグー（テンジクネズミ）である。ユ
ニークな社会性を備えたげっ歯類で、さえずりのよう
な求愛の歌を奏でたり、甲高い警戒音を発したりと、
15～20種類もの音声を使い分けて仲間同士でコミュ
ニケーションを図るのだという。また、餌をとるときは、
見張り役を立てるなど役割をきちんと決めて行動する。
「非常に繊細な動物。社会行動と海馬の関係を明らか
にする実験モデルとして最適」と笑みをこぼす。

　げっ歯類の海馬は、空間認知をつかさどる機能を持
つとされる。自分が今どこにいるのか、餌はどこにある
のか、どこに逃げれば安全か…。その時々の状況に応
じて、複雑な情報処理を行わなければならない。「コ
ミュニケーションの場面では、まず目の前にいる相手が
誰なのか、様々な情報を組み合わせて正しく判断する
必要があります」。海馬が、相手の識別に深くかかわっ
ているのではないか？ 上北助教は海馬を限局的に
破壊したモデルデグーを作り、仲間同士のコミュニ
ケーションがどのように変化するかを実験した。
　その結果、海馬を壊していない正常デグーと壊し
たデグーでは、親和行動に顕著な差が見られること
が分かった。正常デグーでは仲間に対して1回40～
50秒の毛づくろいを行うが、知らない個体には警
戒して親和行動を多く見せない。海馬損傷デグー
は、相手が誰であろうと全体的に毛づくろいの行動
が10～20秒と減少している。また、正常デグーは知
らない個体とは100秒近く喧嘩しているが、仲間に
対してはほとんど敵対行動をとらない。海馬損傷デ
グーで同じ実験をすると、仲間であってもそうでなく
ても、喧嘩をしている時間に大きな偏差はない。
「つまり、海馬を壊すことで仲間を区別できなく
なったのです」。

　では、識別できなくなったのは、仲間だけなのだ
ろうか。それとも、モノ自体の見分けができなくなっ
たのだろうか…。上北助教はいろいろな形をした立
体物を並べ、正常、海馬損傷デグーそれぞれがどれ
くらい好奇心を示すのか、その探索行動の時間を比
較した。すると、両デグーとも新しいモノに対して積
極的な関心を示し、時間が経過するとともに探索行
動が減少していった。この結果から、海馬は空間や
仲間の認知に深くかかわっているが、物体の認識に
は関係がないことが理解できた。「何らかの社会的
要素が加わることで、情報処理系統が複雑になると
考えられます」。デグーをモデルとした上北助教の
研究は、これまではっきりしなかった海馬の機能と
メカニズムを明らかにするものとして、国内外から
大きな注目を集めている。

　海馬が、個体認知機能をつかさどることは分かっ
た。しかし、私たちが誰かとコミュニケーションを図
るとき、相手を認知するだけでなく、相手がどんな
状態なのか、どんな気分でいるかを瞬時に推し量

り、それによって対応の方法や表現
のニュアンスを切り替える…という
ことを無意識のうちに行っている。
「社会行動における情報処理は、海
馬だけでなく、脳の中の扁桃体、前
頭葉の3つの領域が役割分担してい
るのでは」と推察する。
　一般的に、扁桃体は感情の中枢、
前頭葉は人格の中枢といわれてい
る。上北助教はこれまでの社会行動
の研究成果から、相手の気持ちを汲
み取ったりおもんぱかったりするの
は扁桃体、その結果を受けて計画性

を持った行動制御や行動の切り替えをするのが前
頭葉の役割ではないかと考えている。「次のター
ゲットとして、円滑なコミュニケーションを可能にす
る神経基盤のメカニズムを明らかにしたい」。例え
ば、前頭葉の機能を調べる実験では、決まった場所
に報酬（餌）を置いて訓練したデグーが、報酬の位
置を変えたときにどのように行動を切り替えるの
か、前頭葉の機能の一時的な阻害の影響を調べる
という（逆転学習）。また、扁桃体の実験では多様
なデグーの鳴き声をプレイバックし、それぞれの個
体がどのような反応を示すのかを確認する。もとも
と実験データが少なく、「成果が出るまで、5年から
10年かかる」という難しい課題だが、最近の研究で
は前頭葉の機能低下がアスペルガー症候群の発症
にかかわっているという報告もあり、今後は臨床現
場などとの連携に期待が高まる。
　「コミュニケーションに困難を感じる人などが、う
まく社会生活に適応できるための科学的根拠に基づ
くトレーニング方法が確立できれば。その基礎データ
となるような研究をしたいですね」。デグーを見つめ
る上北助教の眼差しは、どこまでも温かく優しい。
（図は「Uekita & Okanoya(2011) Behav Brain 
Res 219 」より改変）

動物の行動を探ることで
見えない心が浮かび上がってくる
動物の行動を探ることで
見えない心が浮かび上がってくる

円滑な社会行動を制御する
3つの脳領域の機能を明らかにする
円滑な社会行動を制御する
3つの脳領域の機能を明らかにする

目の前にいる相手を認知!?
コミュニケーションの場面で海馬が果たす役割
目の前にいる相手を認知!?
コミュニケーションの場面で海馬が果たす役割

物体探索の実験手続き

Octodon degus （デグー）

新奇性の異なる相手とのコミュニケーションに及ぼす海馬損傷の効果
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主な研究課題は、「哺乳類大脳皮質神経幹細胞の分化制御機
構」について。来春開設される同志社大学大学院（脳科学研究
科発達加齢脳専攻）の研究拠点となる発達加齢脳研究センタ
ーで、神経幹細胞の分化制御・系譜制御など多様な研究に取
り組んでいる。趣味は、10年以上前から続けているフットサル。
研究者仲間とチームを組んで試合にも出場する。ボールを追い
かけてグリーンの芝生を疾走するのが最高のストレス発散にな
るのだとか。

Associate professor's Profile

Ken-ichi Mizutani

“脳”の成り立ちを追求して
再生医学のための幹細胞研究に迫る
水谷　健一（みずたに　けんいち）　　同志社大学 高等研究教育機構 発達加齢脳研究センター 准教授

生体の高次機能を構築する神経幹細胞

血管と神経細胞の依存関係から
大脳皮質の細胞形成のメカニズムを知る

社会的イノベーションへの期待
同志社大学大学院脳科学研究科開設

ほ乳類の複雑多様な脳は、どのようなメカニズムで形
成されるのだろうか…。水谷健一准教授は、神経発生学
の視点からその謎を解き明かそうと取り組んでいる。例
えば、マウスの大脳皮質には、認知や記憶など様々な高
次機能を制御する神経細胞が集積している。しかも、ラ
ンダムに並んでいるのではなく、運動野は大脳皮質の
前側に、視覚野は後側というように、決められたユニット
ごとに必要な細胞が振り分けられているのだという。
「その規則性、多様性を生み出しているのが、神経の
幹細胞です」。幹細胞というのは、分裂によって、自分自
身あるいは自分に近い性質の細胞に分化することがで
きる細胞。大脳皮質の場合、胎生期の脳室に面した限
定された場所に幹細胞があり、多種多様なニューロンや
グリア細胞などを作りながら外側へ重なって肥厚してい
く。特に、ほ乳類の大脳皮質は6層の細胞層からなるが、
最初に一番下の6層部分が作られ、次いで5層、4層…と
一定の規則に従って増殖・分化するのが特徴だ。それぞ
れの層を観察すると、例えば5層周辺には大脳皮質から
脊髄まで長く線維を伸ばす神経細胞（投射ニューロン）
が集積し、また2層あたりになると、大脳皮質内の局所的
な連絡を担う神経細胞が配置されている。大脳皮質だ
けでも数万種類の神経細胞があるが、マウスでは受精
後たった18日間で整然と機能する大脳皮質が出来上が
るという（図1）。

いかにして、たった18日で複雑な細胞構築を完成する
ことができるのか？ その仕組みを分子的に理解するこ
とができれば、幹細胞からある特定の種類・機能を持っ
た細胞を作り分けることが可能になるだろう。「例えば、
脳卒中などで運動や言語に障害が起きたとき、必要な
機能を持った神経細胞を作ることができれば、病気で苦
しんでいる人を救えるかもしれません」と水谷准教授は
説明する。

これまで、神経の幹細胞は均一な性質、機能を持って
いるとされてきた。しかし、ショウジョウバエの脳の神経
幹細胞を見ると、一回分裂するごとに、異なる遺伝子を
発現して、別の性質 －－何にでも増殖・分化できる能力
の高いものから、能力の制限されたものに－－ 変わって
いることが分かった。もともと幹細胞は同じものだが、
時間的な経過によって、オンとオフのスイッチを切り替
え、多様な細胞を作るシステムが備わっているという。ま
た、マウスでも、水谷准教授らの研究によって、神経幹
細胞の性質の変化に関与する遺伝子が明らかにされ
ている（図2）。
このように、幹細胞が性質や機能を変えていくのに、
血管が重要な役割を果たしているのではないか…。例
えば、神経幹細胞の性質が変化するタイミングは、血管
が作られていくタイミングとオーバーラップすることが

多いという。「血管と神経、お互いが依存しているメカニ
ズムを明らかにしたい」と水谷准教授は話す。
血管は酸素を運んでいる。当然、血管に近い部分にあ

る細胞は酸素濃度が高く、遠く離れるほどその濃度は
低くなっていく。水谷准教授は、神経幹細胞が存在して
いる場所が血管から比較的離れた、酸素濃度の低い位
置に多いことを突き止めた。つまり、幹細胞を保つため
に、低酸素濃度であることが重要。酸素濃度が高い・低
いという勾配（グラジエント）を利用して、幹細胞が存在
しやすい環境を作っているというわけだ。
もう一つ、大脳皮質の血管が形成されていく過程を
調べると、血管と同じ道筋を神経細胞がたどるように通
っているなど、そこにはきちんとした規則性があることが
分かりつつある。また、神経幹細胞に近い血管は、その
幹細胞と同じパターンの遺伝子を発現しているのだと
いう。「遺伝子の発現を調節し合いながら、どこにどんな
神経を作っていけばいいのか、神経と血管が互いを認識
し合いながら発生を調節しているのではないか」と推察
する。
水谷准教授が取り組む「大脳皮質細胞構築における
血管発生制御機構の意義」についての研究は、独立行
政法人科学技術振興機構（JST）の平成22年度戦略
的創造研究推進事業「さきがけ」に採択された。将来、
新産業・新技術の創出につながるような成果が発信さ
れることに期待したい。

昨年、アメリカの研究グループによって、親の栄養状
態が生まれてくる子どもの将来の病態発症に関連があ
るという報告を行って話題を呼んだ。そのメカニズムや
因果関係ははっきりとしないが、マウスを使った実験で
は、妊娠期にDHAなど脳を形成するのに必要な不飽和
脂肪酸が不足すれば、うつ病になりやすいという結果も
発表されている。また、不飽和脂肪酸を文化的にまった
く摂取しない地域では、精神疾患発症例が高いという疫
学データもあるという。「これまでの研究から、不飽和脂
肪酸の運搬にかかわっているタンパク質が、神経幹細胞
で特異的に発現することが分かっています」。今後は、幹
細胞生物学や血管発生学、栄養学など様々な分野で培
われた知識・技術を融合しながら、その実態を神経発生
学的に明らかにしていこうと考えている。
来年4月、同志社大学学研都市キャンパス快風館に脳
科学研究科発達加齢脳専攻の大学院が開設される。
「分子細胞脳科学分野」「システム脳科学分野」「病態
脳科学分野」の3分野8部門からなる5年一貫性の博士
課程で、脳を専門的に研究するユニークな大学院として
内外から注目を集めている。「実は、神経発生学の立場
では、マウスの脳ですら分からない部分が多い。ヒトにた
どり着くまでには時間がかかるかもしれないが、自分の
研究、発見が再生医学の実現化の一端に貢献できるか
もしれないと考えると、やりがいや使命感も大きいです
ね」と笑みをこぼす水谷准教授。どれだけコンピュータ
技術が進化しても、人間の脳に勝ることはできないとい
われる。精緻な脳の神秘に近づくことで、世の中に大き
なイノベーションが巻き起こるかもしれない…。そんな
夢が膨らんでいく。

図1

図2
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1.神経幹細胞が増える 2.神経細胞が分化して層がつくられる 3.神経細胞間がつながり領野がつくられる
マウス　胎生９日目 １３日目 誕生１7日目

大脳皮質の断面図

第２,３層の細胞
第４層の細胞

第５,６層の細胞 体性感覚野 運動野

大脳皮質は神経幹細胞とよばれる細胞が分
裂して増えることで大きくなります。初めは
ほとんどの細胞が細胞分裂をしています。上
の写真の青い細胞は神経幹細胞の核を染め
ており、赤い細胞が今ちょうど分裂期に入っ
ている細胞です。 

胎生１１日目を過ぎると、神経幹細胞は分裂
しながらニューロンとよばれる神経細胞をつ
くり始めます。これらのニューロンは脳の表
面に移動して分化し、６層構造をつくりはじ
めます。 

脳形成の最終段階では、ニューロンどうしが
シナプスというつながりをつくり、領野とよば
れる特別な機能を担う領域がつくられてい
きます。領野には視覚野、聴覚野、体性感覚
野、運動野などがあります。 
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