新たなライフサイエンス研究の構築と展開
－第４期科学技術基本計画におけるライフサイエンス研究の基本的方向－

（中間とりまとめ）

平成２１年１２月７日
ライフサイエンス委員会

目

次

はじめに

・・・

２

Ⅰ．現状認識

・・・

３

・・・

７

１
２

我が国のライフサイエンス研究の動向
グローバルなライフサイエンス研究の進捗

Ⅱ．新たなライフサイエンス研究の構築と展開
１

今後のライフサイエンス研究の基本的方向

２

研究基盤
２－１ バイオリソース
２－２ ライフサイエンス統合データベース
２－３ 最先端計測・分析設備基盤
２－４ 創薬・医療技術支援基盤

３

研究環境・体制

４

ライフサイエンス研究の展開
４－１ 新たなライフサイエンス研究の潮流と重要研究課題
４－２ 適切な予算措置

ライフサイエンス委員会の構成員及び審議の経過

・・・２３

参考資料

・・・２６

-1-

はじめに

今、ライフサイエンス研究の新たな展開を切り開く時期に来ている。
21 世紀は「生命の世紀」と言われ、第２期科学技術基本計画（平成 13 年３月閣議決定）
以降、ライフサイエンス研究には多額の重点投資が行われてきた。第４期科学技術基本計
画の検討は、政府全体の科学技術投資戦略の新たな方向性を定め、今後のライフサイエン
ス研究の行方を左右する重要な方針決定となる。また、本年９月に新政権が発足し、同月
に開かれた「国連気候変動サミット」の鳩山総理演説で「全ての主要国による意欲的な削
減目標の合意を前提として、温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で 25％削減する」と
いう目標を掲げた。これにより、低炭素社会の実現に向けた革新的な環境・エネルギー技
術開発の重要性が飛躍的に高まっている。このような状況のなか、ライフサイエンス研究
のどのような研究領域に今後重点をおくのか、今それが問われている。
本委員会では、上述の問題意識のもと、第４期科学技術基本計画におけるライフサイエ
ンス研究の基本的方向について審議検討を重ね、ここに「中間とりまとめ」を行うに至っ
た。すなわち、ライフサイエンス研究は、国民の健康長寿や低炭素社会の実現、新興・再
興感染症への対応、食の安全の確保等の国民の安全確保に資するとともに、食料自給率向
上や医薬品・医療機器等の産業競争力強化、新産業創出を図る上で重要な科学技術である
こと。これは新政権の基本方針（平成 21 年９月 16 日）にて示された「人の命を大切にす
る社会の実現」、「医療・介護・環境など新たな分野における産業と雇用の創出による内需
主導型の経済成長の実現」に合致するものである。このため、現在のライフサイエンス研
究の進捗と課題を明確にした上で、グローバルな視点でライフサイエンス研究の新たな展
開を切り開くべく重点的な投資を行っていくことが必要との結論を得た。
今後は、この「中間とりまとめ」を総合科学技術会議などの関係機関における検討に適
切に反映されるよう提言していくとともに、今後の重要研究課題の更なる検討など「中間
とりまとめ」で検討課題とされた事項の審議検討を進めていく。そして、何よりも、国、
大学等（大学及び大学共同利用機関をいう。）、研究機関、産業界等のライフサイエンス関
係者は、我が国のライフサイエンス研究が現在大きな分岐点に差し掛かっていることを認
識の上、今一度、ライフサイエンス研究の今後の方向について議論を惹起して頂きたい。
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Ⅰ．現状認識
１

我が国のライフサイエンス研究の動向
（社会・国民のニーズや期待）
現在、地球規模の気候変動に伴う自然災害の多発、食料・水利用の不安定化など地
球温暖化による様々な環境影響、新型インフルエンザなど新興・再興感染症の蔓延が
指摘され、こうした問題の解決に向けて国際的な関心が高まっている。このため、植
物研究をはじめとする食料問題、水資源問題の解決に資する研究や免疫システムを基
盤とした感染症対策に資する研究が重要となっている。
また、世界規模での資源・エネルギーの需要増加に伴い、世界的な資源獲得競争が
激化しており、地球生態系の保全と低炭素社会の実現を目指した、ライフサイエンス
研究の重要性が一層高まっている。
我が国では、世界に類を見ない速さで少子高齢化が進みつつあると同時に、社会の
多様化・複雑化が進んでおり、国民の生活の質（ＱＯＬ）向上や医療・福祉等の問題
への適切な対応が求められている。健康長寿社会の実現に向けて、心に問題を抱える
人の著しい増加1に対応する精神医学の研究、加齢に伴って生命維持機構に異常をきた
す免疫疾患や代謝疾患、がんの克服のための研究、事故等で失われた生体機能の修復
等を目指した再生医学研究、神経疾患１の病態解明に向けた脳科学研究、「個人差」に
着目した医療の実現に向けた研究などがその重要さを増している。また、再生医学研
究のみならず、人から提供された臓器の安全性確保や安定な受容に向けた臓器移植医
療の研究は健康長寿社会の実現に重要である。
このように、ライフサイエンス研究は、国民の健康長寿や低炭素社会の実現、新興・
再興感染症への対応、食の安全の確保等の国民の安全確保に資するとともに、また、
食料自給率向上や医薬品・医療機器等の産業競争力強化、新産業創出を図る上で重要
な科学技術として、そのニーズや期待は高まっている。
（我が国のライフサイエンス研究の動向）
21 世紀は「生命の世紀」と言われている。上述のニーズや期待を背景として、我が
国では、第２期科学技術基本計画に続く第３期科学技術基本計画（平成 18 年３月閣議
決定）において、
「ライフサイエンス」を重点推進４分野の１つとして位置付け、これ
まで重点的な財政措置が行われてきている2。この間、分野別推進戦略（平成 18 年３
月総合科学技術会議）に沿ってライフサイエンス研究が着実に進められ、世界をリー
ドする多くの研究成果を挙げてきている。
例えば、京都大学山中伸弥教授らの研究グループが発表したマウス iPS 細胞（人工
多能性幹細胞）の樹立（平成 18 年８月）及びヒト iPS 細胞の樹立（平成 19 年 11 月）
は、学術的にも新たな領域を切り開いただけでなく、再生医療や創薬開発、疾患研究

1
我が国において、認知症とされる人は約１７０万人、うつ病等を含む気分障害は約９０万人、パーキンソン病は約１５万人、自殺者
の数は毎年３万人以上とされ、大きな社会問題となっている。
2
政府全体のライフサイエンス予算：平成 18 年度当初予算 3，154 億円（17．8％）→平成 21 年度当初予算 3，461 億円（20．4％）
。
（ ）内は、分野別予算総額に占めるライフサイエンス予算の割合。
文部科学省のライフサイエンス予算：平成 18 年度当初予算 684 億円→平成 21 年度当初予算 711 億円
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への応用も期待される我が国発の画期的な研究成果であった。全米科学協会（ＡＡＡ
Ｓ3）刊行の科学誌「Science」は、毎年末に公表する世界の画期的な科学研究成果の
トップ 10（Science Breakthrough of the Year）のなかで、我が国の研究グループが
重要な貢献をした研究成果を上位に取り上げている（「ヒトの遺伝的多様性の解明の進
展 (平成 19 年１位)」、
「iPS 細胞の樹立(平成 19 年２位)」及び「細胞の初期化（平成
20 年１位）」など）。この他にも、ヒトの遺伝的多様性の解明によるゲノムワイド関連
解析の発展や、ブレイン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）技術に代表されるラ
イフサイエンスと機械工学等との融合による進展、霊長類の遺伝子改変モデル動物の
作出など多くの研究進展が見られている。また、近年の計測・分析技術の目覚ましい
進歩により、ライフサイエンスは数学や情報科学などの数理計算科学との連携の重要
性が増し、システムバイオロジーなどといった新たな研究領域の創出、研究の新しい
パラダイムが起こりつつある。
その一方で、健康長寿社会の実現のための介護（支援）機器や医療機器の開発に向
けた医工連携の更なる推進、食料問題の解決を目指したＧＭＯ4の研究や新興・再興感
染症の研究を進めていくための国民理解の促進などの課題が一層顕在化してきている。
（医薬品・医療機器等の実用化に向けた動向）
これまでに我が国のライフサイエンス研究には多額の重点投資が行われ、これによ
り多彩な基礎研究シーズが生まれている。また、医薬品・医療機器産業に関しては、
医療費の拡大とその抑制が課題となっているなかにあっても、高齢化などに伴い、今
後、世界的な市場規模は拡大していくことが予想されている。その一方で、世界の医
薬品市場に占める我が国のシェアは、国別では米国に次いで第２位であるが減少傾向
にある。加えて、製薬業界では医薬品売上げ上位の品目の特許期限切れが迫っており
（いわゆる「2010 年問題」）、今後有望な医薬品開発の強化が求められている。現在の
医薬品開発は、これまでの低分子医薬品の開発に加えて、バイオ医薬品の開発重要性
が増しており、開発過程で時間・コスト・戦略性・アライアンスが大きく必要とされ
るこの分野において、我が国の開発は伸び悩んでいる。また、医療機器開発において
も貿易収支は悪化傾向にあり、特に治療用の医療機器の国際競争力が弱い。
このため、現在の世界的な同時不況のなかで、医薬品・医療機器産業のような新た
な市場・産業の創出・拡大が見込まれる分野への重点的な取組が求められている。府
省の縦割りを打破し一体的かつ横断的に、革新的な研究シーズの実用化に向け集中
的・集約的に投資し、質の高い医療・福祉サービスの提供、新たな産業の創出などの
形で社会・経済に早急に還元していくことが急務であると言える。
（低炭素社会の実現、食料問題の解決等に向けた動向）
本年９月の「国連気候変動サミット」の鳩山総理演説で、我が国は「全ての主要国
による意欲的な削減目標の合意を前提として、温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年

3

The American Association for the Advancement of Science

4

Genetically Modified Organism：遺伝子組換え生物

-4-

比で 25％削減する」という目標を掲げた。低炭素社会の実現に向けたライフサイエン
ス研究としては、現在バイオエタノールなどの研究が進められているが、これに留ま
ることなく、自然界における炭素循環システムの理解と活用の研究（光合成生物を対
象とした研究、有用物質を生産する植物研究など）や、エネルギー変換効率の高い微
生物等を用いた環境浄化システムの開発や生産システムに関する研究などを進めてい
く必要がある。
また、地球規模の気候変動がもたらす環境影響などによる世界的な食料事情の深刻
化は、多くを輸入に頼っている我が国5では国の安全保障にも影響を与える問題である。
諸外国では、この問題の解決策としてＧＭＯの実用化が既に始まっているが、我が国
においては、国民目線による受益者側の議論が不十分でＧＭＯに対する社会的受容が
十分には進んでいないため、屋外での栽培実験を行う環境が整っていない。また、我
が国では、イネの遺伝子解析技術や網羅的な植物代謝物の解析技術など優れた基盤を
有しており、実際にＤＮＡマーカーを用いて短期間にイネの新品種が開発されるなど
ゲノム解析の成果が実用レベルに達しているものの、基礎研究の成果が実用技術に活
用されるのは、現時点ではごく一部の植物種に限られている。
２

グローバルなライフサイエンス研究の進捗
（諸外国のライフサイエンス政策）
経済社会のグローバリゼーションの進行、国際的な科学技術協力の進展に鑑みれば、
今後のライフサイエンス政策は、国民・社会のニーズ・期待等を踏まえつつ、グロー
バルな視点で企画・立案する必要がある。
近年、諸外国（米国、欧州、中国など）では、新たな産業の創出が見込まれるライ
フサイエンス研究に重点投資を行っている。競争力強化に資する基礎研究や革新的な
技術に対する支援（ハイリスク研究への支援）などに焦点を当てており、特に、米国
オバマ政権では、幹細胞研究に対する連邦政府予算投資の再開やがん研究への重点支
援、ゲノム研究の医療への応用をはじめとして、これまで以上に諸外国を圧倒する巨
額の予算が投入されている。英国では、平成 18 年より、「個人」の医療実現を目指し
た 50 万人規模のゲノムコホートの構築を進めている。また、科学技術新興国の代表格
である中国は、ライフサイエンス研究の重要発展目標として、農業技術の向上や感染
症を含む重大な疾病の予防治療技術を取り上げており、毎年ライフサイエンス研究へ
の投資の大幅な拡大を図り、研究の猛烈な追い上げを見せている。シンガポール、韓
国、インドなど他のアジア地域の科学技術新興国においても、長期的戦略に基づいた
研究拠点施設の整備や国際的な企業・研究機関の誘致、世界トップレベル研究者の招
聘、自国出身研究者の呼び戻し政策等を通して、創薬開発やバイオインフォマティク
ス分野等での発展を遂げている。

5

我が国の食料自給率は 40％。主な先進国と比べると、アメリカ 128％、フランス 122％、ドイツ 84％、英国 70％となっており、我が

国は主要な先進国の中で最低の水準。
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（世界的なライフサイエンス研究動向）
ライフサイエンス研究の世界的な潮流としては、特に、生命現象の理解から制御・
合成を目指した分野横断型研究（例えば、エピジェネティクス、代謝、炎症など）の
開始や革新的な研究シーズを医療・福祉・産業などに早急に還元していくための研究
（目的達成型の橋渡し研究）の強化、
「個人」の医療実現を目指した大規模コホートの
構築、ライフサイエンス研究の進展に即した生命倫理研究とルール化の適切な検討の
実施が挙げられる。
（成長戦略と国際競争力強化の必要性）
このような国際的な政策・研究動向は、健康や医療等の分野へ戦略的な重点投資を
行い、この分野での新規市場を獲得することが、今後の「国際競争を制する」と各国
とも考えていることに他ならない。諸外国の戦略と比し、これまで以上に我が国の特
色や優位性を活かしたライフサイエンス研究推進による成長戦略を具体化し、この分
野における国際競争力を強化していくことが求められている。また、アジア諸国で共
通した課題や特徴（例えば、人種的な類似性を踏まえた「個人」の医療実現など）等
を踏まえて、これらの国との連携強化を図りつつ、我が国が先導した研究を行ってい
くことも重要である。
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Ⅱ．新たなライフサイエンス研究の構築と展開
１

今後のライフサイエンス研究の基本的方向

○ライフサイエンス研究の目標は、
①生命現象の包括的・統合的理解〔学術的な意義〕
②健康長寿社会の実現に資する医学・医療・福祉の発展〔社会への貢献〕
③地球規模課題（地球温暖化・気候変動問題、資源・エネルギー問題など）の解決
を先導する科学（環境、農業、生物多様性など）の発展〔社会への貢献〕
の３本柱と総括できる。
○ライフサイエンス研究の中長期的な学術的展望としては、「遺伝子（ゲノムＤＮＡ）
→ＲＮＡ、タンパク質等→細胞→個体→生命」の理解といった個体としての生命現
象の解明を目指した研究から、「精神（こころ）」や「地球生態系」の理解などを目
指した、より高次かつ統合的な研究へと進んでいくものと考えられる。このような
研究の方向等を踏まえて、ライフサイエンス研究は、人文・社会科学の分野も含め
た学際的・統合的な生命科学（「総合生命科学」）として研究を構築・発展させてい
くことが求められる。
○ライフサイエンス研究を国として推進するにあたっては、
「重厚な人材育成」
、
「世界
最高水準のライフサイエンス基盤の整備・活用」、「国際的な連携体制の構築」、「科
学の成果の社会還元への取組」の４点をその基本的方針とすべきである。
（ライフサイエンス研究の目標）
ライフサイエンス研究の目標は、概して、①生命現象の包括的・統合的理解〔学術
的な意義〕、②健康長寿社会の実現に資する医学・医療・福祉の発展〔社会への貢献〕、
③地球規模課題（地球温暖化・気候変動問題、資源・エネルギー問題など）の解決を
先導する科学（環境、農業、生物多様性など）の発展〔社会への貢献〕の３本柱と総
括できる。
（今後のライフサイエンス研究の方向）
世界的な研究動向としては、1990 年代に世界の自然科学の主軸が生命科学・基礎医
学へと重点化していき、ヒトゲノムのドラフト配列解読完了と時を同じくして「生命
の世紀」と呼ばれる 21 世紀の幕が開けた。今後のライフサイエンス研究の中長期的な
学術的展望としては、
「遺伝子（ゲノムＤＮＡ）→ＲＮＡ、タンパク質等→細胞→個体
→生命」の理解といった個体としての生命現象の解明を目指した研究から、
「精神（こ
ころ）」や「地球生態系」の理解などを目指した、より高次かつ統合的な研究へと進ん
でいくものと考えられる。
また、例えば、健康・医療に関しては、今後、ＳＮＰ等遺伝情報などの様々なバイ
オマーカーを活用したオーダーメイド医療や予防医学などの「個人」に着目した医療
が実現・本格化していくと考えられ（「21 世紀型の個人医療の実現」）、ゲノム研究や
疫学研究等、最新の生命科学に関する研究成果をベースとして、医療・健康など出口
に活かしていく研究へと一層進んでいくと考えられる。このような研究の進展ととも
に、倫理的・社会的な課題が重みを増してくる。具体的には、遺伝子操作治療、全ゲ
-7-

ノム解読などは、受益者の倫理的・社会的な受容がないと実用化まで進まず、適切な
基準（ルール）を設定していくことが極めて重要になってくる。さらに、脳科学の分
野では、脳の構造と機能についての知見を学問として究めるとともに、従来の専門分
化型の枠組みに縛られることなく、人文・社会科学までも含めた異分野や関連諸領域
との連携・融合を積極的に進めながら、人間の総合的理解を目指す「総合的人間科学」
の構築を目指すことが期待されている6。このような研究の方向等を踏まえて、今後、
ライフサイエンス研究は、人文・社会科学の分野も含めた学際的・統合的な生命科学
（「総合生命科学」）として研究を構築・発展させていくことが求められる。
研究開発システムについては、研究成果の出口（医療・福祉・環境・農業・産業・
生物多様性など）と実施内容の整合性がとれた研究推進の実施システムと俯瞰的なフ
ァンディングシステムを構築していくことが重要である。研究初期からの知的財産戦
略の重要性、イノベーション（革新）が起こる環境基盤の醸成も重要である。
（ライフサイエンス研究施策の基本的方針）
ライフサイエンス研究を国として推進するにあたっては、
「重厚な人材育成」、
「世界
最高水準のライフサイエンス基盤の整備・活用」、「国際的な連携体制の構築」、「科学
の成果の社会還元への取組」の４点をその基本的方針とすべきである。
「重厚な人材育成」
：研究者は無論のこと、研究プロジェクトを技術面で担う技術者
や、研究プロジェクトの運営支援を担う科学的知識とマネジメント能力を併せ持つ人
材（プログラム・オフィサー等）、研究者と社会との間のコミュニケーションを促進す
るサイエンスコミュニケーターなど、ライフサイエンス研究に関係する人材全体の重
層化を図っていくことが重要である。その際、基本的に研究論文を書いて評価される
研究者のみならず、管理・運営、実験技術等のスペシャリストである技術者や、サイ
エンスコミュニケーターなどが適正に評価されるよう、それぞれの職種に合った評価
軸を用意すべきである。大学教員をはじめとする研究者の評価は、研究論文のみなら
ず、教育（若手研究者の育成や活躍できる場（環境）の提供等）
、社会への貢献（研究
成果の実用化への橋渡し、地域での取組、公共政策の企画・立案（審議会等）への貢
献等）をその指標に組み入れていくことが重要である。
また、ライフサイエンス分野は他の分野と比べてポストドクターを多く雇用してい
るが、その一方で、我が国の産業界等での受け皿は少なく流動性にも乏しい。ライフ
サイエンス分野の研究者の今後のキャリアパスを構築するためにも、関係府省及び産
業界等は、企業と大学等との間の人材交流促進やライフサイエンス分野の新たな市場
創出に向けた具体的施策を講じていくことが必要である。
「世界最高水準のライフサイエンス基盤の整備・活用」
：世界最高水準のライフサイ
エンスの情報基盤（データベース）やバイオリソース（生物遺伝資源等の研究用材料）
基盤等を有することは、最先端のライフサイエンス研究を実施し、研究ポテンシャル
の高さを維持する上で欠かせない。また同時に、どのようなライフサイエンス基盤を
有し、国際的な供用や提供体制を構築するかは、ライフサイエンス研究に関する国家
6

長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について～総合的人間科学の構築と社会への貢献を目指して～（第１次答申）
（平成 21 年６月 23 日科学技術・学術審議会）
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戦略でもある。
「国際的な連携体制の構築」
：近年、国家戦略としての科学技術の重要性が増してい
る。国、研究者コミュニティーがこれを認識しつつ、協同して、戦略的に国際的な連
携体制を構築していく必要がある。特に、標準化など国際的な規格策定の検討への国
の関与が重要である。本委員会や日本学術会議、学協会など適切な場を通して、研究
者コミュニティーと国や社会との連携体制を確立し、グローバルな対応を戦略的に進
めることが重要である。これに関する科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究開発戦略セン
ター（ＣＲＤＳ）の支援を期待したい。
「科学の成果の社会還元への取組」
：我が国のライフサイエンス研究は基礎研究とし
てのレベルは米国、欧州等の諸外国と伍しているものの、その成果を社会に還元して
いく取組に関しては未だ十分とは言えない。ＧＭＯや個別化医療に共通した「遺伝子」、
「遺伝情報」の利用に対する社会的受容や生命倫理の問題、産学連携の在り方やベン
チャー企業が活躍できる環境整備の問題など、科学の成果を社会に還元するための課
題を明確にしつつ、国全体としてその克服に向けた取組を進めていく必要がある。関
係府省では、これまで「健康研究推進会議」、「革新的創薬等のための官民対話」など
の枠組みのもとで、社会への早期還元を目指した取組等を進めてきたところであるが、
今後は、新政権のもとでの府省連携の新たな枠組みの設定や、大学等や産業界などの
現場やコミュニティーレベルでの政策対話や連携促進を具体的に進めていく必要があ
る。

２

研究基盤

○今後のライフサイエンス研究の重要な知的基盤として、
①バイオリソース（生物遺伝資源等の研究用材料）
②ライフサイエンス統合データベース
③最先端計測・分析設備基盤
④創薬・医療技術支援基盤
の整備が重要である。
○第４期科学技術基本計画においては、これまで整備してきた知的基盤の一層の質的
充実とともに、国内のみならず国際的に貢献できる提供・活用体制を整備していく
べきである。このため、ライフサイエンス研究の立場からは「2020 年までに世界に
貢献するライフサイエンス基盤の質的充実及び提供・活用体制の整備」といった目
標を掲げ、国際的な優位性、標準化等に関する戦略性を十分考慮した計画を新たに
策定し、同計画のもとで知的基盤の更なる充実を図る必要がある。
（重要な知的基盤）
第３期科学技術基本計画では、知的基盤（生物遺伝資源等の研究用材料、データベ
ース等）の整備について、「2010 年に世界最高水準を目指して重点整備を進める」こ
ととされ、分野別推進戦略及び知的基盤整備計画について（平成 19 年９月科学技術・
学術審議会技術・研究基盤部会）に基づき、計画的な整備を行ってきた。今後のライ
フサイエンス研究の重要な知的基盤としては、以下のものが挙げられる。
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①バイオリソース（生物遺伝資源等の研究用材料）
②ライフサイエンス統合データベース
③最先端計測・分析設備基盤
④創薬・医療技術支援基盤
第４期科学技術基本計画においては、これまで整備してきた知的基盤の一層の質的
充実とともに、国内のみならず国際的に貢献できる提供・活用体制を整備していくべ
きである。このため、ライフサイエンス研究の立場からは「2020 年までに世界に貢献
するライフサイエンス基盤の質的充実及び提供・活用体制の整備」といった目標を掲
げ、国際的な優位性、標準化等に関する戦略性を十分考慮した計画を新たに策定し、
同計画のもとで知的基盤の更なる充実を図る必要がある。
２－１ バイオリソース（生物遺伝資源等の研究用材料）
バイオリソースは、「リサーチリソースなくしてリサーチなし」と言われるように、
ライフサイエンス研究の礎となるものである。国としてライフサイエンス研究を進め
ていく上で必要不可欠な基盤であり、生物多様性の確保を考慮しつつ、継続的かつ戦
略的な整備を進めていくことが重要である。個々の研究者や研究室任せではなく、国
の施策として、リソースの開発及び一元的な管理を行い、科学材料としての妥当性を
検証し、厳格な品質管理を行っていくことが肝要である7。これにより、汚染リソース
の流通や研究成果の海外散逸などを防止し、我が国のライフサイエンス研究の効率
的・効果的な推進を図ることが可能となっている。バイオリソースの特徴は、一度途
絶えたら復元することが困難であることにある。このため、国の研究資金等の成果に
より作出した貴重なバイオリソースの散逸を防止するため、競争的資金等により実施
する研究プロジェクトとバイオリソースの中核的機関との早期からの連携を進める。
今後は、米国、欧州、アジア諸国のバイオリソース提供機関との連携も視野に入れ
て、国内外に広く提供していくための体制整備を強化していく必要がある。その際、
ＭＴＡの簡素化やワンストップサービスの実現など、リソース使用側に立った取組が
重要である。
また、基礎研究領域と実用化に近い領域で取り扱うバイオリソースの連携を深め、
相互に「戦略的な整備促進」を図っていくべきである。今後、ヒト細胞の収集・保存・
提供の体制強化が一層重要となるが、その際、大学病院等における臨床研究と基礎研
究との連携強化も必要となろう。さらに、標準化したバイオリソースの取扱技術の普
及を図るため、国は、リソース提供機関が大学等と連携して、バイオリソース取扱技
術の教育・研修事業を新たに実施していく施策を検討すべきである。
２－２ ライフサイエンス統合データベース
ライフサイエンスデータベースの整備・活用については、統合データベースタスク
フォース報告書（平成 21 年４月総合科学技術会議）にて、世界的にも評価されるデー
タベースの構築等が進められている一方で、その規模や継続的な利用を視野に入れた
7

寄託リソースのうち、細胞の約 10％は取り違え、約 30％は細菌等による汚染、マウスの約 20％は病原微生物の汚染が認められている
（理化学研究所バイオリソースセンター調べ）
。
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体制、活用状況等について更なる取組の必要性が指摘されている。
また、オミックス8技術等の急速な進展により、近年、ライフサイエンス研究から膨
大な試料付随情報が得られるようになってきている。これら膨大な生命情報をどのよ
うに処理し、読み解くか、といったバイオインフォマティクス（生命情報科学）及び
これを扱う人材の重要性が指摘され続けている。
公的な研究資金で得られたデータの共有化、データベースの統合化とその積極的な
利活用（データ駆動型の研究）は、今後のライフサイエンス研究全体が発展していく
上で必要不可欠なものである。平成 23 年度からＪＳＴにて、「統合データベースセン
ター（仮称）」を設置することになっており、現在、ＪＳＴにおいてその具体化の検討
が行われている。データベース基盤の構築・統合・活用にあたっては、産業界を含め
たデータベース利用者の視点に立った取組と遺伝情報を取り扱う際の適切な管理の在
り方についての検討が重要である。そのためには国のライフサイエンス研究資金等で
新たに構築されるデータベースと「統合データベースセンター（仮称）」との早期から
の連携等を進め、データ生産者が利用者の視点も踏まえた取組を円滑に進められるよ
うにしていく必要がある。さらに、国際的な貢献を視野に入れた戦略的な整備とグロ
ーバルな連携体制の構築を進める必要がある。
また、バイオインフォマティクスの分野は、データ処理・解析等の情報科学研究と
シーケンシング等の実験・計測による生命科学研究が一体的・融合的に行われること
が重要で、このため、ドライ（情報科学研究）とウェット（実験・計測による生命科
学研究）の双方を扱える人材の育成が急務である。このようなファンディング機能の
充実を図るとともに、大学等又は研究機関において、これらが一体となって人材育成
を行える場を提供することが必要であろう。大学等には、バイオインフォマティクス
を教授する専攻等の設置検討を期待したい。
２－３ 最先端計測・分析設備基盤
近年、先端光科学やナノ科学等の遺伝子、タンパク質、細胞、器官レベルでの応用
により、生体関連の計測・分析技術の進展が目覚ましい。ＮＭＲ9装置、放射光施設
（SPring-８など）、Ｘ線自由電子レーザー（ＸＦＥＬ）
、ＭＲＩ10施設、スーパーコン
ピューターなどに加え、次世代シーケンサーや先端的なイメージング機器を含めた生
命動態の定量化に関する最先端計測・分析設備等を国としていち早く整備することは、
今後のライフサイエンス研究を国際的に先導できるか否かを決める前提条件になって
いる。このため、国として、これら計測・分析設備等を備える中核的機関をライフサ
イエンス研究の異分野横断的研究拠点として整備し、新たな次世代技術の創生ととも
に、先端基盤を我が国全体で最大限有効に利活用できる体制構築を進めていくことが
重要である。その際、中核的な拠点と大学等や産業界などとの連携により技術開発等
を行う、我が国全体としての体制づくりが必要である。現在の米国、欧州等の状況を
踏まえて、今後、どのような最先端計測・分析設備を重点的に整備・開発すべきか、
8

遺伝子の発現からタンパク質生成、細胞内の代謝、表現形等、生物の体の中にある分子全体や機能・表現を網羅的に調べる研究。
Nuclear Magnetic Resonance：核磁気共鳴
10
Magnetic Resonance Imaging：磁気共鳴画像
9
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これらの計測設備等を効果的に活用する技術基盤や共用体制をどのように発展・維
持・継承していくべきか検討を深める必要がある。さらに、最先端計測・分析設備の
開発にあたっては、国内研究の需要に留まることなく諸外国への波及効果など戦略的
な展開を同時に検討すべきである。
２－４ 創薬・医療技術支援基盤
上述の最先端計測・分析設備の整備に加えて、近年、国の研究資金により化合物ラ
イブラリーの整備、イメージング技術・アッセイ技術の開発など、創薬プロセスや医
療の現場で活用可能な技術基盤が整備されつつある。創薬・医療技術シーズを着実か
つ迅速に医薬品等に結び付けられるよう、大学等や産業界などの意見を踏まえながら、
このようなポテンシャルを有効に活用して、我が国全体としての創薬・医療技術支援
体制を構築し、外部供用していく基盤を整備していくべきである。

３

研究環境・体制

○世界のライフサイエンス研究が熾烈な競争を繰り広げている現在、我が国は、自ら
の優位性、国内の競争と協調を重視しながら、グローバルな視点で国際競争力のあ
る研究推進体制を構築しなければならない。このため、大学、大学共同利用機関及
び理化学研究所等との間で、様々なレベルでの有機的な研究連携を構築していかな
ければならない。また、理化学研究所の研究基盤等と大学や大学共同利用機関の教
育研究ポテンシャルを一体的に活用した人材育成の場の設置も検討していくべきで
ある。
○橋渡し研究・臨床研究の推進については、これに従事する人材の確保を進め、また
臨床現場における医薬品等の開発に対するインセンティブ向上を図るとともに、開
発早期からの開発戦略策定や実用化に向けた産学連携等を強力に進めていくことが
重要である。
新規性の高い革新的医薬品・医療機器の開発段階における規制側の課題について
は、研究機関の有する安全性・有効性に関する科学的データを、開発と並行して、
規制当局に提供していくことにより、規制側の安全性・有効性評価に関する科学的
実証データを充実させ、審査システムへ貢献していくことが必要である。
ベンチャー企業に関しては、今後、民間資金がハイリスク研究へ供給されるよう
な投資環境の改善や、ベンチャー企業の積極的参加による産学間の技術移転を進め
る中期的視野を持った支援施策の充実など関係府省等は具体的施策を講じていくこ
とが必要である。
○地球生態系の保全、低炭素社会の実現に向けたグリーンテクノロジーなどを推進す
る研究環境や体制を強化していく必要がある。例えば、ＧＭＯの研究やゲノム育種
など遺伝子操作等の技術に対する国民理解の増進が重要となっている。また、研究
面の体制に関しては、関係府省の連携を図り、基礎研究から実用化を目指した研究
への橋渡しを強化していくことが重要である。
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○上述のほか、研究開発早期からの国際的な知的財産戦略の構築と広くイノベーショ
ンが創出される環境の醸成、ライフサイエンス研究の進捗に応じた倫理基準の整備、
多様な資金源によるライフサイエンス研究の振興、科学技術ステークホルダーの一
層の成熟化と機能分化等が重要である。
（我が国全体での研究推進体制の構築）
世界のライフサイエンス研究が熾烈な競争を繰り広げている現在、我が国は、先に
述べた「ライフサイエンス研究施策の基本的方針」を踏まえて、自らの優位性、国内
の競争と協調を重視しながら、グローバルな視点で国際競争力のある研究推進体制を
構築しなければならない。このため、大学、大学共同利用機関及び理化学研究所等と
の間で、様々なレベル（研究者間・組織間、ネットワーク型、拠点型など研究領域の
特性に応じたレベル）での有機的な研究連携を構築していかなければならない。また、
理化学研究所の研究基盤等と大学や大学共同利用機関の教育研究ポテンシャルを一体
的に活用した人材育成の場の設置も検討していくべきである。
なお、本検討に際しては、
「学術分科会研究環境基盤部会学術研究の大型プロジェク
トに関する作業部会」における審議状況等も踏まえ、学術研究に関する研究者コミュ
ニティーにおける検討とも十分整合あるものとしていくことが重要である。
（医薬品・医療機器等の実用化に向けた研究環境・体制の整備）
橋渡し研究・臨床研究の推進については、健康研究推進戦略（平成 21 年７月健康研
究推進会議）が策定されるなど府省の枠を超えた一元的な取組が進みつつある。大学
等における革新的な基礎研究の成果を途切れることなく医療として速やかに国民に還
元できるよう、まず、橋渡し研究・臨床研究に従事する人材の確保を進める必要があ
る。また臨床現場における医薬品等の開発に対するインセンティブ向上を図るととも
に、開発早期からの開発戦略策定や実用化に向けた産学連携等を強力に進めていくこ
とが重要である。実用化に向けた研究を進めるにあたっては、研究全体を統括するプ
ログラム・オフィサーの役割が重要である。優れた研究者とプログラム・オフィサー
が「車の両輪」となって実用化までの道筋を示していくことが有効であり、このよう
な優れた取組事例の共有化と支援を進めていくべきである。
加えて、新規性の高い革新的医薬品・医療機器の開発段階における規制側の課題と
して、その安全性・有効性を評価する技術が開発・標準化されていないことが挙げら
れる。このため、研究機関の有する安全性・有効性に関する科学的データを、開発と
並行して規制当局に提供していくことにより、規制側の安全性・有効性評価に関する
科学的実証データを充実させ、審査システムへ貢献していくことが必要である。
医薬品・医療機器の開発が高度化・複雑化する中で、開発のミドル・ステージにお
いて、大学発ベンチャーを含めたバイオベンチャーが果たす役割が大きくなっている。
諸外国に目を向けると、近年、米国、欧州で承認されたバイオ医薬品の多くは、ベン
チャー企業がその開発の先導的役割を果たしている。その一方で、我が国ではハイリ
スク・ハイリターンな医薬品・医療機器の開発を進めるベンチャー企業等へリスクマ
ネーを供給する環境（ベンチャーキャピタルによる投資環境など）が未だ十分機能し
ていない、主要な製薬企業等との連携も十分に進んでいない、といった課題がある。
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今後、民間資金がハイリスク研究へ供給されるような投資環境の改善や、ベンチャー
企業の積極的参加により産学間の技術移転を進める中期的視野を持った支援施策の充
実など関係府省等は具体的施策を講じていくことが必要である。
また、新型インフルエンザの発生など世界は新興・再興感染症の蔓延の脅威にさら
されている。我が国として、感染症の予防や治療、迅速な検査手法の研究開発を進め、
このような脅威を克服していくため、感染症研究を進めるための研究環境・体制の整
備・促進等（高度の安全性を有する研究施設や国民理解の促進等）を国全体として進
めていく必要がある。
（低炭素社会の実現、食料問題の解決等に向けた研究環境・体制の整備）
地球生態系の保全、低炭素社会の実現に向けたグリーンテクノロジーなどを推進す
る研究環境や体制を強化していく必要がある。例えば、ＧＭＯの研究やゲノム育種な
ど遺伝子操作等の技術に対する国民理解の増進が重要となっている。これに関しては、
総合科学技術会議のリーダーシップのもと関係府省、学協会、産業界等がそれぞれの
立場から、
「食」の安全や環境影響評価、生物多様性の確保に資する科学的取組のほか、
新しい技術に対する正確な情報・知識の普及やリスクコミュニケーションの推進など、
実用化に向けた取組の社会受容の促進と研究・産業へのフィードバックを進める必要
がある。また、研究面の体制に関しては、ゲノム情報を最大限活用して、生産性向上
につながる実用形質を効率的に組み合わせる育種技術や、種の壁を越えたＤＮＡ導入
による有用ＧＭＯ作物の作出技術の開発が進展していることを踏まえ、関係府省の連
携を図り、基礎研究から実用化を目指した研究への橋渡しを強化していくことが重要
である。
（知的財産戦略と支援）
研究開発早期からの国際的な知的財産戦略が重要となっている。研究機関及び研究
者は、国際的な知財戦略を意識し国際出願するものを早期に選別できるよう研究開発
早期から知財人材と密接に連携してライフサイエンス研究を進めていくことや、知的
財産を利用する企業等との協力体制を構築していくことが重要である。国は、研究機
関の知財支援体制（コンサルティング、大学等へのライフサイエンス知財人材の配置、
国内外の特許出願費用措置等）の構築支援を行っていくことが重要である。
また、研究機関及び研究者は、我が国において広くイノベーションが創出される環
境を醸成するため、新しい技術や知見を囲い込むのではなく、研究機関・研究者同士
のリサーチツール特許の活用促進（パテントプール、パテントコモンズの形成促進）
を進めていくべきである。
（生命倫理）
ライフサイエンス研究や先進医療の進捗に応じた倫理基準の整備等が今後益々重要
となる。例えば、バイオバンクの整備やゲノム情報の解読技術の進展への対応ととも
に再生医療やＢＭＩが実現する時代の到来を見据え、先んじて課題の抽出を行い、倫
理基準の考え方等を整理しておくことが必要である。また、研究実施にあたっても、
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問題の性質に応じた対策が適時的確に講じられることが重要であり、研究内容の多様
化に伴って、倫理的・法的・社会的観点からの検討が必要なケースが増えてきている。
研究者コミュニティーにおいては、国との適切な連携のもとで、社会に対し正確で分
かり易い情報発信に努めるとともに、国際的な動向も踏まえつつ、学協会などの場を
活用して検討のリーダーシップを期待したい。
（多様な資金源によるライフサイエンス研究の振興）
多様な資金源によるライフサイエンス研究の振興を図っていくべきである。産業界
や慈善団体、個人などから研究機関等への寄付拡大に繋がる施策（寄付税制の拡充な
ど）の検討を進める必要がある。
（科学技術ステークホルダー11への期待）
日本学術会議、学協会、政策分析・立案機関（ＪＳＴＣＲＤＳなど）など様々なラ
イフサイエンスに関する科学技術ステークホルダーが存在するが、一層の成熟化と機
能強化を期待したい。それぞれの社会的・歴史的背景などをもとに、各ステークホル
ダーの実績を積んでいくことを通して、適切な機能分化を遂げていくことが望ましい。
学協会等に関しては、学術、研究者コミュニティーとしての情報発信を積極的に行
うことを期待したい。例えば、中長期的なライフサイエンス研究の振興を図る観点か
ら、研究の状況や課題、今後の展開など国のライフサイエンス政策に対して提言する
機能が挙げられる。時には、国の政策に対して批判的な目で学術界の意見を表明して
いくことや、国の政策や規制を十分に把握した上で学術界から新たな施策を企画・立
案し提言していくことは、ライフサイエンス研究の健全な発展を遂げる上で重要であ
る。また、ライフサイエンス研究に関して、国民と国や研究者との間の「情報の非対
称性」を埋める役割を期待したい（科学技術コミュニケーション）。ＪＳＴＣＲＤＳに
は、洞察力を効かせた調査研究機能の強化を期待したい。行政と密接に連携した体制
のもと、調査研究を遂行していく必要がある。

４

ライフサイエンス研究の展開

○今後の重要研究課題については、社会・国民のニーズや期待をもとに、ライフサイ
エンス研究の目標を踏まえて、重要な政策課題とこれに対応するライフサイエンス
研究の例を、別添のとおりとりまとめた。また、別添に掲げた研究のなかでも、今
後のライフサイエンス研究の方向や新たな潮流等に鑑みて、国を挙げて新たに取り
組むべき戦略研究プロジェクトを以下のとおり具体化した。
（１）生命の統合的理解：「生命動態システム科学研究（仮称）」の推進
（２）健康長寿社会の実現：「個人」に着目した医療の実現に向けた研究強化
－大規模疫学研究体制の構築－
11

科学技術ステークホルダー（Scientific and Technological Stakeholder）：科学技術に関して政策提言を行う機能を持つシンクタ

ンク、日本学術会議、学協会などの科学技術関係の組織であり、国の政策決定に実質的かつ相関的な影響を与えているもの。
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（３）地球規模課題の解決：低炭素社会の実現に資する生物利用研究の推進
○今後の重要研究課題に対応して、国として重層な科学技術基盤を有しつつ、ライフ
サイエンス研究を進めていくため、研究領域や特性に応じて、研究や基盤整備の予
算を相補的かつ並行的に措置していくことが重要である。大学等や研究開発法人の
基盤的な経費（運営費交付金等）の確実な措置は、教育・研究の基礎体力を確保す
る上で何よりも重要である。
４－１ 新たなライフサイエンス研究の潮流と重要研究課題
（新たなライフサイエンス研究の潮流）
ライフサイエンス研究は、生命の複雑さが故に、その理解を目指して細分化と専門
化が益々進行する一方で、近年、計測・分析技術の飛躍的な進展と相俟って、これま
でのゲノムやタンパク質、小分子、細胞などに関する膨大なオミックスデータの解析
とともに、その時空間的な動態（ダイナミクス）を、モデルによる数理解析やシミュ
レーションを通じて理解する新たな研究領域の創出に向かいつつある。
これまでのライフサイエンス研究では、遺伝子や細胞など個々の要素現象を実験に
より理解することに主眼が置かれていた。最近では、遺伝子発現制御機構からゲノム
産物（ＲＮＡなど）を包括的に計測し、データを系統的に解析する手法が進展し、実
験結果から普遍的な原理を導き出し、生命現象を演繹することが現実的になってきた。
さらに、実時間イメージングや先端光学計測技術の目覚ましい進展により、細胞や組
織を生きたまま経時的に詳細な解析を行うことが可能となり、生命らしさを有する複
雑な現象の制御過程に関する時系列データや高分解能の空間的データを定量的に得る
ことが可能となりつつある。例えば、免疫担当細胞のように生体内を移動・循環する
細胞の動態を実時間で捉えることが可能となってきた。これにより、従来の分子生物
学研究のみでは困難であった「刻々と変化する生命現象の動態」の解明に迫るシステ
ム科学研究の展開が期待されている。このように先端的な分子生物学研究をベースに、
進展の著しい計測・分析科学や数学、物理学、情報・計算科学との融合が生み出す新
しい研究潮流である「生命を動的システムとして理解し、操作するライフサイエンス」
が始まろうとしている。
（今後の重要研究課題）
今後の重要研究課題については、社会・国民のニーズや期待をもとに、ライフサイ
エンス研究の目標（①生命現象の包括的・統合的理解、②健康長寿社会の実現に資す
る医学・医療・福祉の発展、③地球規模課題の解決を先導する科学の発展）を踏まえ
て、重要な政策課題とこれに対応するライフサイエンス研究の例を、別添のとおりと
りまとめた。また、別添に掲げた研究のなかでも、今後のライフサイエンス研究の方
向や新たな潮流等に鑑みて、国を挙げて新たに取り組むべき戦略研究プロジェクトを
以下のとおり具体化した。今後グローバルな視点で我が国の研究の優位性や発展性、
実用化を目指した研究であれば経済性などを考慮して更に検討を深めていく必要があ
る。
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（１）生命の統合的理解：「生命動態システム科学研究（仮称）」の推進
我が国の数学、物理学、情報・計算科学に関するレベルは高く、これまでの優れた
知見の集積は、幅広いライフサイエンス研究への相乗効果が期待できる。現に、ライ
フサイエンスと情報科学の融合は、疾患の原因遺伝子の同定など社会的意義も高い貢
献をしている。今後「生命を動的システムとして理解し、操作するライフサイエンス」
を推進することで、例えば、最も複雑な動的システムである脳の作動原理の解明とい
う根本的問題に迫る一方、新しい治療法の有効性・安全性の予測や創薬、人工臓器の
設計、炎症制御、再生医療の開発などの画期的な発展にも応用が期待できる。このた
め、日本学術会議では「このような生命科学の新たな潮流は 21 世紀の科学全体に大き
な影響を与えるものと推定され、わが国においても生命科学と数理計算科学の融合に
よる新たな生命科学領域の創出に早急に取り組む必要がある」12としている。
新たなライフサイエンス研究の潮流を研究領域として育てていくためには、第一に、
研究者コミュニティーによる、研究内容の多様性に十分留意した検討、具体化が欠か
せない。それを踏まえて、国は、我が国の優位性を活かした国全体での研究推進体制
を構築・支援していく必要がある。具体的には生命動態システム科学研究(仮称)への
研究投資に加え、これらの研究の基盤となる計測・分析技術を集中的に開発・提供す
る拠点の整備が挙げられる。また、当該研究を推進していくためには、新しい研究領
域を担う若手人材の育成が必要であり、例えば、課程の人材養成目的に沿って拠点と
一体的に連携した大学院博士課程の設置検討を期待したい。
（２）健康長寿社会の実現：「個人」に着目した医療の実現に向けた研究強化
－大規模疫学研究体制の構築－
今後、オーダーメイド医療や予防医学などの「個人」に着目した医療の実現を進め
ていくためには、国民の健康状態を長期に追跡調査し、生活習慣、生活環境等の影響、
個人の遺伝的素因等の総合的な疫学調査の実施が必要不可欠である。これらの疫学情
報にゲノム、バイオマーカー等の生体情報を加えた前向きコホート研究13を行うことで、
生命現象と疾患のメカニズム解明だけでなく、疾患の罹患や医薬品の副作用に対する
リスク、あるいは食品の健康に対する影響の評価・予測が可能となる。このような疫
学研究は、疫学や統計学の専門的知識に基づいて大規模かつ長期の調査としてデータ
を蓄積していく必要があり、総合科学技術会議のリーダーシップのもとで関係府省が
連携し、実効的かつ安定的な体制を構築していくことが必要である。その際、これま
で各研究機関等で実施された貴重な疫学研究のデータや試料の散逸を防ぐとともに、
これを有効に活用できるよう留意すべきである。
また、創薬研究についても、新たな技術により大きく変革することが期待される。
例えば、遺伝子解析による創薬ターゲットの探索と iPS 細胞を活用した薬効スクリー
ニング、ＰＥＴ等の分子イメージング手法などを組み合わせて用いることにより、探
索から安全性の評価までヒトの系を用いて検証ができる可能性がある。このような創
12
13

今後のライフサイエンス・ヘルスサイエンスのグランドデザイン（平成 20 年８月日本学術会議）２頁より抜粋
多数の健康な人を対象に食生活や生活習慣など疾病の原因となる可能性のある要因を調査した上で、その集団を追跡調査して病気に
なった人を確認し、先に調べた要因と発病との因果関係を分析する研究。
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薬研究全体への中長期的な波及効果も十分に考慮していく必要がある。
（３）地球規模課題の解決：低炭素社会の実現に資する生物利用研究の推進
現在、低炭素社会の実現に向けた革新的な環境・エネルギー技術開発の重要性が飛
躍的に高まっており、これに向けたライフサイエンス研究からの貢献を強化していく
ことが求められている。具体的には、環境保全と修復に資する生態系の理解、高い光
合成能や生産効率を上げるための悪環境抵抗性をもつ植物の作出研究、食料資源との
競合を避けるバイオマスの利活用を促進する技術開発などを、現状の課題や我が国の
優位性・発展性等を整理した上で、総合的かつ戦略的に取り組んでいくことが重要で
ある。
４－２ 適切な予算措置
今後の重要研究課題に対応して、国として重層な科学技術基盤を有しつつ、ライフ
サイエンス研究を進めていくため、研究領域や特性に応じて、研究や基盤整備の予算
を相補的かつ並行的に措置していくことが重要である。また、大学等や研究開発法人
の基盤的な経費（運営費交付金等）の確実な措置は、教育・研究の基礎体力を確保す
る上で何よりも重要である。運営費交付金等の一律的な削減は、人的・物的な研究基
盤の散逸を招き、中長期的な国際競争力の致命的な低下を誘起しかねない。
基礎研究領域については、研究者の発想を基本にした、奨励的研究や挑戦的研究、
学際・融合的研究などに焦点を当て、研究人材の重層化を図っていくことが重要であ
る。特に、学際・融合的研究は、若手研究者が幅広い視野を持った研究者としての研
鑽を積む効果が高く、ライフサイエンス分野では、人文・社会科学との学際的研究や、
臨床医学と生命科学研究、物理学・工学・情報科学と生命科学研究との融合研究など
が重要となる。
基盤整備領域については、国が戦略的に整備すべき研究基盤（バイオリソース、ラ
イフサイエンス統合データベース、最先端計測・分析設備基盤、創薬・医療技術支援
基盤）の充実を図るために、適切に評価を行いながら継続的に予算措置を行うことが
重要である。その際、研究基盤の外部開放等にあたっての外部資金の導入について、
役割分担や考え方を明確にしていくことが必要である。
戦略的重点化領域については、特定の重要政策課題への対応や府省の枠を超えた研
究、研究に必要となる基盤技術開発等に焦点を当てて、機動的に予算措置を行うこと
が重要である。
特に、
「戦略的重点化領域」については、関係府省等の一体的連携のもとで、革新的
な基礎研究シーズを一気通貫で実用化まで、知財戦略や研究支援人材なども含め、総
合的かつ柔軟に支援する統合支援研究施策を新たに創設することを検討すべきである。
その際、「基金」制度の活用も考慮すべきであろう。
また、戦略的重点化領域の研究プロジェクトをはじめとして、国の研究費の時限に
ついては、現在、５年間を設定しているものが多いが、当該研究プロジェクトの特性
や研究支援人材のキャリアパス構築などを勘案して、より柔軟な設定に改めていくべ
きである（例えば、時限は最長のみ設定し、研究チームがその範囲内で決定するなど）。
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（参考）
「分野別推進戦略」中間フォローアップについて（平成 21 年５月 27 日総合科学技術会議基本政策推進
専門調査会）より抜粋
（４）今後の取組について
①「重要な研究開発課題」及び「戦略重点科学技術」について
平成18 年度からの第３期科学技術基本計画の策定以降の特筆すべき研究成果であるiPS 細胞研究の
今後の取組方策については、再生医療への応用研究を推進するほか、より実用化に近い創薬標的の探索
や毒性評価への応用を早急に進めることが重要である。
「臨床研究・臨床への橋渡し研究」については、健康研究推進会議が平成21年５月に策定予定の長期
戦略に基づいて着実に事業を実施すること、スーパー特区などを通じて臨床研究・橋渡し研究を推進す
ること、大学での臨床研究に向けたインセンティブを高めること、大学での臨床研究教育を推進するこ
と、税制改革などを通じて、臨床研究を実用化するベンチャーキャピタルを強化することが必要である。
「標的治療等の革新的がん医療技術」については、個人の特性に応じた治療や創薬に資するよう、が
ん関連遺伝子の同定を行うとともに、予防・診断・治療につなげるための手法を開発すること、また、
治療効果が高く、低侵襲でQOLの維持が可能な研究を引き続き実施していくことが必要である。
「新興・再興感染症科学技術」については、新型インフルエンザの流行やバイオテロなどに対応する
ため、迅速診断法やワクチン開発などの研究を更に推進すること、新興・再興感染症の発生国、あるい
は発生が予想される国の機関との共同研究や、高度の安全性を有する研究施設の整備、人材の育成等を
推進することが求められる。
「国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学技術」については、GMOの実用化研究ができ
る実験施設の整備を行うとともに、屋外栽培試験を行うための承認申請などの手続きを支援するための
体制を整備すること、また、国民が、遺伝子操作技術などのバイオ技術を、科学的に理解し判断できる
よう、普及・啓発活動を促進すること、水産資源についてもDNAマーカーの標準化やデータベース化を
行うなど、研究を進めること、遺伝子特許などの世界規模での知財戦略を進めることが必要である。
「生物機能活用による物質生産・環境改善科学技術」については、今後５年程度を視野に我が国のバ
イオテクノロジーを推進していく戦略として平成20年12月にBT戦略推進官民会議において策定された
「ドリームBTジャパン」に掲げられた方策に沿って、引き続き微生物や植物等を活用した環境修復技術
や物質生産についての研究開発を進めていくことが求められる。
「生命プログラム再現科学技術」については、新型シーケンサーの性能を最大限に活用するために、
サンプル処理等のシーケンサー利用技術の開発を進めること、新型シーケンサーを活用し、生命現象の
解明等を目指した個別研究を進めること、病因の解明や予防・治療法の開発に結びつく疫学等と融合し
た研究も推進すること、長期戦略の下に、常に最先端の設備が使用可能な拠点をオールジャパンの体制
で整備するとともに、網羅的解析で得られる大量のデータを処理するためのバイオインフォマティクス
を進めること、バイオインフォマティクスの人材育成を進めることが求められる。
「世界最高水準のライフサイエンス基盤」については、有期である統合データベースプロジェクトの
成果や資産を継承し、継続的に進める必要があることから、ライフサイエンスPT統合DBタスクフォース
会合における検討結果を踏まえ、統合データベースを恒久的かつ一元的に管理、運用するための具体的
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仕組みと、その整備に向けたロードマップをまとめることが必要である。
「バイオリソースの整備」については、生き物を維持することが重要な活動であり、今後も継続的に
事業を実施していくこと、量的、質的両方の観点から世界最高水準のバイオリソースを整備すること、
世界の科学に対する我が国の貢献のため、国際的な連携を進めている遺伝子改変マウスなどのバイオリ
ソースと、iPS 細胞、メダカ、カイコなど我が国が強みを持つバイオリソースの整備について、国際戦
略に基づいて推進することが求められる。
②推進方策について
環境整備面の「推進方策」の今後の取組について、まず、「生命プログラム再現への取組」について
は、超高速でDNA塩基配列を解析する新型DNAシーケンサー（第２世代）が開発されたが、我が国の保有
台数は少なく、得られた大量のデータを処理するバイオインフォマティクスの研究者も少ない現状にあ
ることから、今後のライフサイエンス研究の国際競争を戦って行くためには、新型シーケンサーを配備
した開かれた拠点の整備と、人材育成を含めたバイオインフォマティクスの研究環境の整備に努めてい
くことが不可欠である。
「臨床研究推進のための体制整備」については、世界同時不況の中、我が国経済の活性化のためにも
医療産業の発展が期待されている。しかし、バイオ医薬品の開発は伸び悩んでおり、臨床研究の基盤も
弱く、バイオベンチャーの活力も低いなど、我が国として一元的な橋渡し研究・臨床研究の充実・強化
が引き続き求められる状況にあることから、前述の健康研究推進会議が策定する予定の長期戦略の着実
な実施や、スーパー特区を推進していくことが必要である。その中で、引き続き、橋渡し研究・臨床研
究の拠点の整備、臨床研究に従事する人材の育成、バイオベンチャーの支援に強力に取り組んで行くこ
とが必要である。
また、「臨床研究のための体制整備」以外の項目として、「推進方策」に掲げられている「医療にお
けるIT の活用」、「バイオ産業等における標準化の推進」、「バイオベンチャーの育成・支援」、「知
的財産権の戦略的確保と活用」については、健康研究の推進に向けた取り組みの中で、一体的に推進し
て行くことが求められる。
「安全の確保のためのライフサイエンスの推進」については、東南アジアにおいて、引き続き鳥イン
フルエンザウイルスが人に感染し、死亡する例も報告されていること、新型インフルエンザの感染が広
がっていること、ラッサ熱、エボラ出血熱等が現在も発生し、先進国においても輸入例が発生している
こと、地球温暖化によるマラリアの流行地域の拡大が懸念されていることから、国民の安全の確保のた
めに、新型インフルエンザの迅速診断法やワクチン開発などの新興・再興感染症研究を更に推進すると
ともに、海外の研究機関等とも連携を深めていくことが必要である。
「成果に関する国民理解の促進」については、世界的には、既にGMOの実用化が始まっており、栽培
面積も大幅に伸びていること、GMO開発やゲノム育種のための遺伝子特許について、海外との競争が激
しくなっている状況にあることから、我が国においても、このような革新的技術の研究開発を国民の理
解を深めながら進めて行くことが必要である。そのためには、「BT戦略推進官民会議」の「国民理解推
進作業部会」の活動を充実し、官民が一体となって取組んでいくことが求められる。また、「生物多様
性の保全確保」についても、GMOに関する国民理解の促進と表裏一体の関係にあることから、「BT戦略
推進官民会議」の取組の中でも推進して行くことが求められる。
「医理工連携等の促進」については、我が国は、少子高齢化が進み、要介護高齢者・有病者・障害者
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が地域や社会で安心して暮らせるための介護機器の開発や、国民が期待する低侵襲でQOLの維持が可能
な手術を実現する医療機器の開発、特に国際競争力の低い我が国の医療機器開発力を強化することが求
められており、そのためには更なる医理工連携の促進が不可欠である。その具体的な推進方策としては、
前述のスーパー特区において採択された24課題のうち、8課題が医療機器分野であり、それぞれの研究
について医工連携、産学連携を考慮した体制となっているほか、社会還元加速プロジェクト「高齢者・
有病者・障害者への先進的な在宅医療・介護の実現」の中でも医工連携によって研究開発が進められて
おり、こうしたプロジェクトを着実に推進していくことが挙げられる。
以上、第３期科学技術基本計画が実施された平成18年度以降の状況等を踏まえ、
○我が国発の画期的研究成果であるiPS 細胞研究について、再生医療の実現化や、創薬への活用に向け
た研究、
○我が国の優れたライフサイエンスの成果を医薬品等として社会に還元していく健康研究（橋渡し研
究・臨床研究）について関係大臣と有識者からなる健康研究推進会議のもと、府省一体となった取組
の実現、
○引き続き人類の脅威となっている新興・再興感染症に対する研究開発の推進、
○新型DNAシーケンサーを活用した研究の推進や、その基盤となるバイオインフォマティクスの充実・
強化
○健康長寿社会の実現のための介護（支援）機器や医療機器の研究開発に向けて、特に我が国で弱い医
工連携の推進、
○遺伝子組換え作物（GMO）などの先進的な研究開発を円滑に進めていくための国民理解の推進、
等に関するライフサイエンス分野の戦略を一層推進していくこととする。
（了）
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ライフサイエンス委員会の構成員及び審議の経過
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会 委員名簿

飯島

貞代

磯貝

彰

小川

智也

独立行政法人理化学研究所横浜研究所長

甲斐

知惠子

東京大学医科学研究所教授

門脇

孝

東京大学大学院医学系研究科教授

鎌谷

直之

株式会社スタージェン情報解析研究所長

○ 小原

雄治

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所長

笹井

芳樹

独立行政法人理化学研究所 発生・再生科学総合研究センターグループディレクター

坂口

志文

京都大学再生医科学研究所長

定藤

規弘

自然科学研究機構生理学研究所教授

新宅

祐太郎

テルモ株式会社取締役

末松

誠

慶應義塾大学医学部長

田中

紘一

財団法人先端医療振興財団先端医療センター長

◎ 中西

重忠

財団法人大阪バイオサイエンス研究所長

長洲

毅志

エーザイ株式会社 CEO オフィス理事・研究開発担当付担当部長

中村

祐輔

東京大学医科学研究所教授

垣生

園子

順天堂大学医学部客員教授

廣橋

説雄

国立がんセンター総長

南
若槻

砂
壮市

株式会社三菱ケミカルホールディングスヘルスケア戦略室部長
奈良先端科学技術大学院大学学長

読売新聞東京本社編集委員
高エネルギー加速器研究機構教授

◎：主査、○：主査代理
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ライフサイエンス委員会における審議の経過

第４８回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年６月２２日（月） １３：００－１５：３０
議題：
（１）主査代理の指名について
（２）ライフサイエンス委員会の活動状況等について
（３）文部科学省におけるライフサイエンス研究の現状について
（４）作業部会の設置について
（５）ライフサイエンス委員会における評価の進め方について
（６）第４期科学技術基本計画について
・現状認識（第４期基本計画の検討を巡る動向、第３期基本計画のフォローアップ）
（７）その他
第４９回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年７月２２日（水） １５：００－１７：３０
議題：
（１）平成２０年度・２１年度終了事業の事後評価について
（２）平成２２年度新規・拡充課題の事前評価について
（３）平成１９年度開始事業の中間評価について
（４）作業部会の設置について
（５）第４期科学技術基本計画について
・現状認識（諸外国のライフサイエンス政策、研究進捗状況）
（６）その他
第５０回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年８月１９日（水） １５：００－１７：３０
議題：
（１）平成２０年度終了事業の事後評価について
（２）平成２２年度新規・拡充課題の事前評価について
（３）平成１９年度開始事業の中間評価について
（４）第４期科学技術基本計画について
・研究開発の方向性、主な重点課題など
（５）その他
第５１回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年９月１４日（月） １５：００－１７：３０
議題：第４期科学技術基本計画について
・研究基盤について
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・ライフサイエンス分野の主要論点
第５２回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年１０月１５日（木） １３：００－１５：３０
議題：第４期科学技術基本計画について
・主な重要課題（各委員からの意見）
第５３回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年１１月９日（月） １５：００－１７：００
議題：第４期科学技術基本計画について
・中間とりまとめ（骨子案）
第５４回ライフサイエンス委員会
日時：平成２１年１２月７日（月） １５：００－１７：００
議題：第４期科学技術基本計画について
・「中間とりまとめ」報告書案
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・ベンチャーキャピタルの投資比較
・知財・産学官連携に関する大学等への支援（体制・環境整備）
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・寄付金収入について
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・・・３６
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ライフサイエンス１０年
概

要

・ライフサイエンス分野の研究は、当時の研究の進展状況や課題を踏まえて策定される「科学技術基本計画」（５年毎に策定）や同計画に基づく「分野別推進戦略」など
に基づき、研究をこれまで実施。

第２期科学技術基本計画（Ｈ13～Ｈ17）

第１期

細胞研究等の加速に向けた総合戦略（改訂版）
iPS

健康研究推進戦略（健康研究推進会議）

▼Ｈ21．７
▼Ｈ21．６
▼Ｈ21．６

長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及
び推進方策について（科学技術・学術審議会）
細胞研究ロードマップ（文部科学省）
iPS

▼Ｈ20．12
▼Ｈ21．１
ドリームＢＴジャパン（ＢＴ戦略推進官民会議）

細胞研究等の加速に向けた総合戦略
iPS
（文科大臣）

25

▼Ｈ19．12

▼Ｈ19．６
がん対策推進基本計画（閣議決定）

イノベーション （閣議決定）
脳科学研究ルネッサンス（文部科学省）

革新的医薬品・医療機器創出のための５カ年戦略
（内閣府・文科省・厚労省・経産省）

▼Ｈ19．４
▼Ｈ19．５
▼Ｈ18．３
▼Ｈ19．６
分野別推進戦略（総合科学技術会議）

カ年総合戦略（文科省・厚労省）

10

▼Ｈ18．３
第３期科学技術基本計画（閣議決定）

▼Ｈ15．７
第３次対がん

▼Ｈ14．12
バイオテクノロジー戦略大綱（ＢＴ戦略会議）

▼Ｈ13．９
分野別推進戦略（総合科学技術会議）

第２期科学技術基本計画（閣議決定）

主主なな政政策策文文書書

▼Ｈ13．３

第３期科学技術基本計画（Ｈ18～Ｈ22）

分分
野野
のの
状状
況況
及及
びび
重重点点研研究究領領域域

第２期基本計画にて、ライフサイエンスを重点４分野のひとつとして位置付け。

第３期基本計画にても、ライフサイエンスを重点推進４分野のひとつとして位置付け。

●分野の状況

●時代認識

・ヒトゲノム配列の概要公表に代表されるように、21世紀は「生命の世紀」。
・ライフサイエンス分野の研究開発水準は、我が国は、全般的に欧米に比して後れを取っ
ている。ヒトゲノム解読をもとに今後、広範な研究が発展するものと期待され、我が国の
国情を踏まえ、重点的・戦略的に取り組む。

・ヒトゲノム解読等が終了し、各種遺伝子の機能解析、タンパク質解析等のポストゲノム研究が進
展。
・創薬、医療技術等の実現に向け、研究成果を実用化し、国民に成果還元する取組を強化すること
が必要。
・また、国民の安全を確保する観点等から、新興・再興感染症の脅威への対処強化が必要。

●重点領域・項目
・タンパク質の立体構造や疾患・薬物反応性遺伝子の解明などのゲノム科学
・移植・再生医療の高度化のための細胞生物学
・脳機能の解明、脳の発達障害や老化の制御などの脳科学

●選択と集中の戦略理念
「生命のプログラムの再現」、「研究成果を創薬や新規医療技術などに実用化するための橋渡し」
などに重点投資

1

ライフサイエンス予算の推移
○政府のライフサイエンス予算は、第３期科学技術基本計画の期間（平成18～22年度）中に、307億円増加。
（3，461億円（平成21年度）←3，154億円（平成18年度））

＜分野別予算の推移（当初予算）＞

○Ｈ１７年度の予算については、Ｈ１８年度以降の集計方法を用いて推定。
○個々の事業の分野への帰属・分類は、各年度における基準に基づくため、年度により異なるものも含まれる。
出典：総合科学技術会議基本政策推進専門調査会資料（平成21年５月）

2

第３期科学技術基本計画の分野推進戦略（ライフサイエンス分野）
出典：総合科学技術会議ライフサイエンスPT資料（平成18年12月）

重点戦略と推進方策
時代認識
○ポストゲノム研究を取り巻く状況
●ヒトゲノム解読等が終了し、各種遺伝子の機能解析、タンパク質解析
等のポストゲノム研究が進展。
○国民への成果還元の課題
●我が国の創薬、医療技術等の実現に向けた基礎研究の水準は欧米
に伍しているので、研究成果を実用化し、国民に成果還元する取組を強
化することが必要。
●また、国民の安全を確保する観点等から、新興・再興感染症の脅威へ
の対処の強化が必要。
○食料・生物生産技術の実現
●我が国の食料自給率は年々低下し、食料安全保障上の課題。これを
受け、平成１７年３月に、食料自給率を平成１５年度の４０％から平成２
７年度には４５％に向上させることを閣議決定。
●有用物質生産について、我が国は微生物を利用した生産技術につい
て伝統的強みを有する。欧米諸国も近年、本分野の研究に力点。
○ライフサイエンス研究の基盤
●生物遺伝資源やデータベースといった基盤整備については、欧米の
取組が我が国に比べて先行。また、融合領域研究については、米国に
おいて集中投資。

選択と集中の戦略理念
1.生命のプログラムの再現（統合的全体像の理解で生命の神秘に迫る）
●第２期計画期間中に様々な生物種のゲノム解読等が終了した結果、生物の成り立ち、
機能の複雑さが明らかになっており、第３期計画の下では、個々の機能分子や機能集合
体の物質的理解に留まらず、生命の統合的全体像の理解を深める研究を強化。
●この際、イノベーションの源泉となり、高い波及効果や我が国のライフサイエンス研究の
国際的優位性の確保が期待できる技術の研究を推進。
2.研究成果を創薬や新規医療技術などに実用化するための橋渡し
●第２期計画下における、疾患研究などのライフサイエンス研究の財産を活かしつつ、成
果の実用化の橋渡し研究を強化し、創薬、新規医療技術などの成果を国民に還元。
●予算の選択と集中とともに、研究体制、制度面の環境の整備を充実。
●本領域の強化は、産業競争力強化や感染症対策のような人類共通の課題にも貢献。
3.革新的な食料・生物の生産技術の実現
●安全な食料を低コスト・安定的に生産・供給する研究、生物機能を活用した有用物質生
産・環境対応技術を強化。
●本領域の強化は、国民の生活の質を確保し、競争力につながるとともに地球環境問題
にも貢献。
4.世界最高水準の基盤の整備
●国際的な優位性の確保が確実な生命情報の統合化データベースや生物遺伝資源等の
整備、融合研究を強化。

推進方策のポイント
１．生命プログラム再現への取組
２．臨床研究推進のための体制整備

生命の統合的全体像の理解のための関連科学技術の連携、統合的学問領域の創成等。
支援体制等の整備・増強、臨床研究者・臨床研究支援人材の確保と育成、研究推進や承認審査のための
環境整備、国民の参画促進等。
３．安全の確保のためのライフサイエンス 安全・安心を脅かす社会的課題への対応のための高度安全実験施設等の活用や人材育成等。
の推進
４．成果に関する国民理解の促進
研究成果の実用化に際しての国民理解の促進、学校教育や生涯教育の場を含めた情報発信、生命倫理に関す
る検討等。
５．医療におけるＩＴの活用
疾患解析、疫学研究、予防医療への応用等のための医療情報システムの整備・強化等。
６．医理工連携等の推進
応用科学と純粋科学の連携、生命科学と他分野の融合した新領域の創成等。
７．生物多様性の保全・確保
遺伝子組換え生物の利用における生物多様性の保全・確保等。
８．バイオ産業等における標準化の推進
計測技術等の信頼性、同等性等の確保、バイオ産業の国際競争力強化等のための国際標準化の取組の推進等。
９．バイオベンチャーの育成・支援
バイオベンチャーの支援の充実、産学官等のネットワーク活用等。
１０．知的財産権の戦略的確保
産業競争力の源泉となる知的財産権の戦略的確保と活用、人材育成等。

3

我が国の主要なライフサイエンス研究（現在の主要研究予算等を俯瞰したもの）
概要：・ライフサイエンスは、国民の健康長寿や安全確保を実現するとともに、食料自給率向上や産業競争力強化、新産業創出に繋がる科学技術。
・これまでの重点投資により、多彩な基礎研究シーズが生まれ研究が進展。今後は、生命現象の統合的理解、社会への還元を目指した研究を強力に推進すべき。

実用化

目標 地球規模課題の解決を先導する科学の発展
地球規模課題の解決を先導する科学の発展
目標

資源・エネルギーの需要増加への対応

（医療・福祉等の発展）

新興・再興感染症研究

研究
患
疾

【文科】新興・再興感染症研究拠点
形成プログラム（21億円）
がんの疫学研究の知見の集積

がん研究

【環境】地球環境研究総合推進費（40億円）

【理研】植物科学研究事業（15億円）

新興・再興感染症対策

海外研究拠点における共同研究等
国際連携の進展

【農水】新たな農林水産政策を推進する実用
技術開発事業（65億円）
イノベーション創出基礎的研究推進
事業（68億円）
産学官連携による食料産業等活性化
のための新技術開発事業（2億円）

植物科学

健康長寿社会の実現

地球温暖化・気候変動
（環境影響、食料・水資源問題）対策

農芸化学・畜産学等農学分野
環境分野・食品科学 等

メタボローム解析等の進展

目標 健康長寿社会の実現
健康長寿社会の実現
目標

炎症

【厚労】難治性疾患克服
研究事業（100億円）

【厚労】国立がんセンター臨床開発
センター経費（8億円）
iPS細胞の樹立など幹細胞研究の進展

計測技術（一分子動態計測等）の向上
による生体分子ネットワークの解明

幹細胞・
再生医学

免疫

【文科】再生医療の実現化プロジェクト（27億円）

学際（人社、情報等）融合による研究進展

脳科学
【文科】脳科学研究戦略推進プログラム（23億円）

細胞の基礎的研究

計測技術（高速シーケンサー等）の向上
により、分子レベルから細胞・組織へ

（オミックス、糖鎖、タンパク研究等）

【理研】免疫・アレルギー科学
総合研究事業（32億円）

数理・計算科学等との融合
（システムバイオロジー等）

基礎

【文科】革新的タンパク質・細胞解析研究イニシアティブ（58億円）

要素還元型研究

世界最高水準の基盤構築

ライフサイエンス知的基盤
（バイオリソース、データベース、先端計測・分析設備）

創薬・医療技術支援基盤
【文科】ナショナルバイオリソースプロジェクト（14億円）
統合データベースプロジェクト（9億円）
分子イメージング研究プログラム（11億円）

目目
標標
生生
命命
のの
統統
合合
的的
理理
解解

複雑な系・システムを
対象とした研究
※予算はＨ21本予算であり、
科研費、国立大学法人運営費
交付金等は記載していない。

4

医薬品・医療機器の開発動向①（国民医療費の増加）
○我が国の国民医療費は、３３．１兆円、対国民所得比は８．９％ （平成１８年度）となっており、その１０年前の医療費
対国民所得比 ８．０％（平成８年度）に比べ大きく増加。

２８．５兆円、

＜国民医療費と対国民所得比の推移＞

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）,
社団法人日本医師会 定例記者会見（2008年９月）,
厚生労働省「平成18年度国民医療費の概況」（2008年８月）

5

医薬品・医療機器の開発動向②（医薬品市場のシェア）
○我が国の医薬品市場は世界の約１０％を占めているが、シェアは減少傾向。
○世界の医薬品市場の規模は、９６年から０６年の１０年間で２倍以上に拡大。

＜世界の医薬品市場の地域別シェア＞

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）
Annual Report of GSK

＜世界の医薬品市場規模の推移＞
530

640

920

890

2740

570

1840

1230

出典：革新的創薬等のための官民対話第３回資料
（日本製薬工業協会・米国研究製薬工業協会・欧州製薬団体連合会, 2009年２月）

6

医薬品・医療機器の開発動向③（橋渡し・臨床研究）
○主要雑誌に掲載された論文数について我が国は、基礎研究に関しては欧州諸国とほぼ同等であるが、臨床研究分野の論文数が少なく、橋渡
し・臨床研究の強化が必要な状況。

＜主要雑誌に掲載された論文数（平成１４年～１９年）＞

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）,
政策研ニュース（医薬産業政策研究所,2008年）
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医薬品・医療機器の開発動向④（主要医薬品の特許期限）
○我が国の製薬会社の主要製品について、特許期限切れが迫っている。
○同時に、諸外国の製薬企業においても、特許期限切れにより収益の14%から41%を失うものと予測されている。
世界的に新製品の開発・投入が急務な状況となっている。

＜医薬品世界売上ランキング（２００７年）と
米国における特許期限切れの時期＞

＜諸外国の製薬企業が特許期限切れにより失われる収益＞
会 社 名
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ

2010年
Arimidex

2011年
22億ﾄﾞﾙ

BMS
GSK

Advair

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）

我が国発の医薬品について、世界売上ランキング
100位以内に14品目入っているが、米国において、
このうち９品目が2011年までに特許期限切れとな
る。

Seroquel

47億ﾄﾞﾙ Symbicort

37億ﾄﾞﾙ

３８％

US Plavix
Avapro

48億ﾄﾞﾙ Abilify
13億ﾄﾞﾙ

21億ﾄﾞﾙ

３０％

25億ﾄﾞﾙ

２３％

38億ﾄﾞﾙ

ｲｰﾗｲﾘﾘｰ

収益に占める
割合

2012年

Avandia
Zyprexa

48億ﾄﾞﾙ

２２％

メルク

Cozaar/
Hyzaar

32億ﾄﾞﾙ

Singulair

45億ﾄﾞﾙ

２２％

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ

Femara

11億ﾄﾞﾙ

Diovan

60億ﾄﾞﾙ

１４％

ファイザー

Aricept

8億ﾄﾞﾙ

ｻﾉﾌｨｱﾍﾞﾝﾃｨｽ

Taxotere

20億ﾄﾞﾙ

Lipitor
Xalatan

121億ﾄﾞﾙ Viagra
16億ﾄﾞﾙ Detrol
Geodon

17億ﾄﾞﾙ
8.6億ﾄﾞﾙ
11億ﾄﾞﾙ

４１％

US Plavix
Avapro

38億ドル Lovenox
21億ﾄﾞﾙ

31億ﾄﾞﾙ

３４％

出典：医薬品業界2010年の衝撃（酒井文義, 2009年）
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医薬品・医療機器の開発動向⑤（医薬品開発までの流れ）
○医薬品開発については、基礎研究から審査・承認までの期間が長く、成功確率も低い。製品化までに長期間及び多大の投資が必要。

スクリーニング

非臨床試験

２～３年

病気・薬のシーズ
の探索

３～５年

発明研究
化合物合成・薬効
スクリーニング

５～１０年

開発研究

臨床試験

動物での薬効・毒性
・体内動態

P1→P2→P3

審査

先発独占期間

２～３年

申
請

１０～１５年

薬事 承認
審査

販売

特許
満了

後発品の販売

基礎研究

臨床試験

特許出願

約５０～１００万化合物から探索

約５，０００～
２０，０００化合物から
スクリーニング

ライブラリー

候補化合物

約２０，０００化合物あたり、
３化合物

開発化合物

約２０，０００化合物あたり、
１化合物

先発品

後発品

出典：文部科学省作成
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医薬品・医療機器の開発動向⑥（治験年数の各国差）
○治験に要する平均期間について、日本は欧米に比べ、これに要する期間が長い。
○薬事法に基づく承認審査期間を欧米と比較すると、我が国の承認審査期間は米国の約2 倍、欧州の約1.5 倍長い。

＜治験期間の日米比較（１９９３－２００１年）＞

出典：政策研ニュース No.10（日本製薬工業協会医薬産業政策研究所,
2003年3月）
注）１９９３年から２００１年までに上市された新有効成分のうち、治験
期間を把握できた、米国で治験が実施された１０５品目、日本で治験が実
施された５３品目を分析の対象とした。新有効成分全数の分析ではないこ
とに注意。

＜日本・米国・欧州の承認審査期間（承認申請日～承認日）＞

出典：政策研ニュース No.25（日本製薬工業協会医薬産業政策研究所,2008年7月）
注）日本：部会審議及び報告品目、米国：CDER 承認品目、
欧州：EU 販売許可可能品目
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医薬品・医療機器の開発動向⑦（アンメット・メディカル・ニーズ）
○近年、未だ満たされない医療ニーズ（アンメット・メディカル・ニーズ／Unmet Medical Needs）の高い疾患に対応する新薬が数多く承認
されてきている。
○製薬企業はアンメット・メディカル・ニーズの高い疾患に対応する新薬の開発に傾注。

＜治療満足度（2005年）別にみた新薬の承認状況（2006～2007年）＞

出典：厚生労働省中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料（2009年3月）

＜治療満足度（2005年）別にみた新薬の開発状況（2008年9月時点）＞

出典：厚生労働省中央社会保険医療協議会薬価専門部会資料（2009年3月）
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医薬品・医療機器の開発動向⑧（製薬企業の研究開発費と売上高）
○医薬品産業の研究開発には、より多額の開発費が必要とされてきている。
○我が国は、欧米に比べ研究開発投資の規模が小さく、研究開発投資の効率性をさらに向上させていくことが重要。

＜製薬企業の研究開発費・対売上高比率の増大＞

出典：製薬協DATA BOOK 2008

＜製薬企業の研究開発費と売上高＞

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）
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医薬品・医療機器の開発動向⑨（バイオ医薬品開発）
○現在の医薬品開発は、従来の低分子医薬品からバイオ医薬品（遺伝子組み換えやクローニングなどのバイオテクノロジーを活用してつくら
れた医薬品）の研究開発に中心を移してきている。
○我が国におけるバイオ医薬品開発品目数は、９６年から０６年にかけて減少しており、欧米諸国に比べ伸び悩んでいる状況。バイオ医薬品
の開発企業は米国のバイオベンチャーが圧倒的に多いが、我が国においてはベンチャーにおける開発数が少ない。

＜各国のバイオ医薬品の開発品目数＞

＜世界医薬品売上ランキング15位以内のバイオ医薬品＞

百万ドル
06年
売上

順
位

製品名

４

エポジェン/
プロクリット
/エスポー

エポエチンα

腎性貧血

米国アムジェン社

6,027

７

リツキサン/
マブセラ

リツキシマブ

非ホジキン
リンパ腫

米国バイオジェン・
アイデック社

4,781

８

エンブレル

エタネルセプト

関節リウマ
チ等

米国アムジェン社

4,475

９

レミケード

インフリキシマブ

関節リウマ
チ等

米国セントコア社

4,425

14

アラネスプ

ダルベポエチンα

腎性貧血

米国アムジェン社

4,121

一般名

薬効等

開発企業

出典：政策研ニュースNo.23（日本製薬工業協会医薬政策研究所, 2007年）

＜各国のバイオ医薬品開発品目数（開発企業の国籍別）＞
企業国籍

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）,
Pharmaprojects（PJB, 2007年）

バイオベンチャーにおける
開発品目数（06年）

製薬企業における開発
品目数（06年）

米国

222

12

イギリス

36

5

ドイツ

17

7

日本

5

9

フランス

8

4

カナダ

8

0

デンマーク

6

1

その他の国

20

8

出典：Pharmaprojects（PJB, 2007年） 13

遺伝子組換え作物・バイオマス燃料の世界的動向
○諸外国では、食料問題の解決策として、遺伝子組換え作物（ＧＭＯ）の実用化が既に始まっている。
○地球温暖化防止の観点、原油価格の高騰を背景に、世界的に農産物等を原料としたバイオマス燃料の需要が高まっている。

＜世界の遺伝子組換え作物栽培面積の推移＞

（単位：百万ha）

＜世界のバイオマス燃料の導入に向けた動き＞

＜世界のバイオマス燃料の生産量の動向＞

出典：ドリームＢＴジャパン（ＢＴ戦略推進官民会議,2008年12月）
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諸外国のライフサイエンス研究（政策・研究動向）①【米国】
【特徴】・今後の経済成長の原動力となり、疾患治療の未来を切り開く生物医学研究（基礎研究、がん研究、幹細胞研究等）に重点投資。
・基礎研究から医療などの産業応用への橋渡し研究を強力に推進。
・目的指向型基礎研究（神経疾患をはじめとする難病研究等）の支援体制が充実。
（作成：JST CRDS）

＜ライフサイエンスに関する政策＞
・ 2009年8月5日発表の”A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION”において
Healthcare Technology （医療技術）を国家として取り組むべき優先課題のひとつとして明記
・ 「GDPに占める研究開発費の割合を３%以上」という目標を設定（現在2.66%）
・ 今後５年間にSTEM （Science 科学、Technology 技術、Engineering 工学、Mathematics 数学）教育へ15億ドル投資
・ 癌研究への投資額を８年間で倍増へ
・ 幹細胞研究への連邦政府予算投資の再開と新ガイドライン策定（2009年7月7日発表）
・ 科学への投資 「Invest in the Sciences」
– 基礎研究機関の予算を10年間で倍増
– ハイリスク研究への投資拡大（全科学分野の革新、革新的新技術の創出）

Obama大統領

疾患治療の未来を切り開く最先端研究のために500億
ドルの投資を行う。これは生物医学研究史上、最大規
模の増額投資である。
（2009年9月30日国立衛生研究所での大統領演説より）

＜ライフサイエンス関係の予算・動向＞
主な連邦政府研究予算配分機関の研究予算額の推移
（単位： 百万ドル）
National Institutes of Health

2008年度

2009年度

2009年度

2010年度

配分

予測

景気回復法

予算

2009年度からの増減
増減額

%

28,547

29,748

10,400

30,184

436

1.50%

Department of Energy

9,807

10,621

2,446

10,740

119

1.10%

National Science Foundation

4,580

4,857

2,900

5,312

455

9.40%

Department of Agriculture

2,336

2,421

176

2,272

-149

-6.20%

全米科学財団（National Science Foundation, NSF）

国立衛生研究所（National Institutes of Health, NIH）

•基礎研究からイノベーションへの橋渡し研究への積極投資
•次世代ナノ、バイオ、情報技術を創出する生物学研究の推進
•生物科学分野の研究資源と中核施設の確保（バイオリソースの蓄積とデジタル化、
バイオインフォマティクスの拡充）
•民間財団やＮＩＨなど他の資金配分機関との共同投資プログラムの設立、主導（植
物科学→農業への橋渡し、脳科学研究等）

•新規幹細胞研究計画に対する連邦政府予算投資の再開
•癌・自閉症・ナノテク・バイオディフェンス・AIDS研究への投資増
•ＮＩＨの研究所横断型プロジェクト（NIH Common Fund)の拡充
•ハイリスク研究への投資（“GO”grant）
•生命倫理研究への新規投資
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諸外国のライフサイエンス研究（政策・研究動向）②【ＥＵ】
【特徴】

FP7（Framework Program 7: 2007-2013年）において創薬・健康研究を重視した投資戦略を展開。
（作成：JST CRDS）

＜ライフサイエンスに関する政策＞
欧州委員会のＦＰ７におけるライフサイエンス研究に係る主な方針 （2006年12月18日発表）
・ サスティナビリティ（持続可能性）を重視した研究推進策として、「EU経済復興計画（EU economic recovery plan）」の一環と位置づけ科学技術研
究開発計画「Framework Program 7」 (ＦＰ７)を実施中
・ ＦＰ７実施期間（2007-2013年）中に総額 505億ユーロを投資予定、2009年の総研究費は68億ユーロ
・ ＦＰ７においては、産学連携による橋渡し研究を促進するJoint Technology Initiative （JTI）枠によって「水素・燃料電池、航空機・航空輸送、ナノエ
レクトロニクス、革新的医薬」等に投資
・ ＦＰ７の国際共同研究（Cooperation)枠における重点10分野に、情報・コミュニケーション技術、ナノサイエンス、運輸（航空含）、エネルギー、環境
（含：気候変動）などとともに、健康、食料・農業・バイオテクノロジーを設定

＜ライフサイエンス関係の予算・動向＞
FP7においてはFP6に比べてライフサイエンス関連分野予算が３倍以上に増加
FP6における投資分野
ライフサイエンス
情報通信
ナノテクノロジー
宇宙開発
食品安全
持続性社会
市民ガバナンス

2514
3984
1429
1182
753
2329
247

単位：百万ユーロ

FP7（Cooperation)における投資分野
健康
食料・農業・バイオテクノロジー
情報・コミュニケーション技術
ナノサイエンス・ナノテクノロジー・
材料・新製造技術
エネルギー
環境（気候変動含）
運輸（航空含）
社会・経済科学・人文科学
宇宙
安全

6100
1935
9050
3475
2350
1890
4160
623
1430
1400

単位：百万ユーロ

FP7 Cooperation Health における重点開発項目
（人類の健康のための）バイオテクノロジー、ツール、医療技術
- ハイスループット研究
- 検知・診断・モニタリング技術
- 治療の適合性、安全、効果の予測
- 革新的治療手法と介入技術
（人類の健康のための）橋渡し研究
- 生物学的データとプロセスの統合
- 脳関連疾患、ヒトの発達、老化の研究
- 感染症の橋渡し研究
- 重大疾患の橋渡し研究
ＥＵ市民への健康医療提供の最適化
- 臨床研究の成果から臨床における実践への橋渡し
- 橋渡し研究を含む保健医療システムの質、
効率、連携の改善
- よりよい投薬による疾患予防の促進
- 新しい治療技術の適切な用法の開発
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諸外国のライフサイエンス研究（政策・研究動向）③【英国】
【特徴】・医療や保健と密接に連携したライフサイエンスの基礎から橋渡しへの重点投資。
・臨機応変な行政組織の改編と新設による、迅速かつ戦略的な研究推進。
・ライフサイエンス研究成果の将来的課題を見据えた科学行政、研究者、一般市民間の円滑なコミュニケーション体制の確保。
（作成：JST CRDS）

＜ライフサイエンスに関する政策＞

・ 2009年6月にビジネス・企業・規制改革省（BERR）とイノベーション・大学・技能省（DIUS）の２省が統合され、新たにビジネス・イノベーション・技
能省（BIS）が誕生
・ ビジネス・イノベーション・技能省（BIS）内に設置されたライフサイエンス庁（Office of Life Science（OLS）：2009年1月27日設立）が、省庁間の垣
根を越え、産業界、学術界、国民保健サービス（National Health Service, NHS)との協力による英国のライフサイエンス関連企業を取り巻く事
業環境の変革を目指す。
・ 「Building Britain’s Future （英国の未来構築）」計画の重要部分として、
健康医療分野で世界で通用する学術研
究機関10ヵ所を設立する。また、心疾
2009年7月14日にライフサイエンス庁 が”the Life Sciences Blueprint” を発表。
患研究施設を新たに立ち上げるために
－「イノベーション・パス（Innovation Pass）」（選択された画期的な新薬をNHSで利用できる 2.2百万ポンドの投資を行う。
（2008年6月24日国民保健サービス60周年
３年間のイニシアティブ（2,500万ポンド）
Brown首相
記念祝賀会発言より）
－英国ライフサイエンス・スーパークラスター（UK Life Science Super Cluster）の形成支援
－技術戦略審議会（TSB）による商用化前提研究開発支援プログラム
＜ライフサイエンス関係の予算・動向＞

英国研究会議への予算投資への推移

英国研究会議（Research Councils UK )の
優先投資5分野（2009年5月18日発表）
財政見直しと効率化により1億600万ポンドを
調達、高い経済効果の期待できる分野に
2011年まで重点投資

・グリーン経済
・ライフサイエンス部門(健康と食品を含む)
・デジタル経済
・高付加価値製造システムとサービス
・文化的で創造性に富む産業
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諸外国のライフサイエンス研究（政策・研究動向）④【中国】
【特徴】・農業技術と疾患予防、治療技術開発研究を重視した投資戦略を展開。
・ライフサイエンス関連の機器・技術イノベーションを重視。
（作成：JST CRDS）

＜ライフサイエンスに関する政策＞

・ 「国家中長期科学技術発展規画綱要（2006～2020年）（2006年１月発表）」において実現すべきライフサイエンス分野における発展目標
‐ 農業分野での科学技術総合力の世界トップレベル入り（農業生産力の向上促進、効果的な国の食糧安全保障）
‐ 重大な疾病の予防と治療レベルの飛躍的な向上（エイズ、肝炎等の重大な疾病の抑制、新薬の開発と重要な医療器械の開発に関する飛躍的な
進歩と産業としての発展に資する技術力の整備）
・ 2009年９月10日に中国科学院北京生命科学研究院に「ライフサイエンス機器・技術イノベーションセンター」が設立
(北京生命科学研究院所管のもと、北京地区のライフサイエンス研究におけるニーズに対応した、「ライフサイエンス機器の独自開発」、「新たな研究手法の探索と実現」、「大型
機器の潜在能力導出」、「革新的な機器の研究開発」、「既存技術強化による専門技術プラットフォーム」等に取り組む)

・ 2009年６月に国務院が発表した「生物産業の発展加速促進に関する政策」において生物産業は中国のハイテク分野における基幹産業及び国の
戦略的振興産業として位置づけ
・ 2009年５月、重大科学技術特定プロジェクトの一つとして「重大新薬創製」プロジェクトを設立
＜ライフサイエンス関係の予算・動向＞

・
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ①（ゲノム・機能分子）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

現
状

トレ
ンド

留意事項などコメント全般

研究水準

◎

→

ゲノム疫学・疾患遺伝子探査研究が出遅れ、水準の低下が懸念される一方、メタボローム、リピドミクス、生命機能化合物分野では欧米に並ぶ水準。比較
ゲノム・メタゲノムも水準向上。DNA塩基配列解析能力の低下が懸念される。

技術開発
水準

○

→

糖タンパク質解析が活発化。立体構造既知のタンパク質に対する化合物の最適化研究、抗体医薬開発、バイオマーカー探索などの水準向上はこれから。
天然物生理活性化合物を中心とするライブラリーを活用したスクリーニングが行われている。DNAチップ研究所、東レ、島津・凸版印刷などで種々の遺伝
子発現解析技術開発。

産業技術力

△

→

わが国の大手製薬企業は世界的には中規模であるため限界はあるが、比較的効率よく産業技術力を高めている。しかし、ゲノム創薬は欧米に比べると
大きな隔たりがある。発酵産業ではメタボロームの成果が事業化に活かされる段階にきているが、食品産業でのメタゲノムの技術力向上はこれから。

研究水準

◎

↗

全般的に高水準を維持。NIH（国立衛生研究所）では医学関連ゲノム解析にシフト。ヒト微生物叢の解析、エピジェネティクス、がんや血漿のプロテオミクス、
糖タンパク質解析など新規分野への投資も活発。国際ノックアウトマウス、ヒト微生物叢、国際バイオバンクなど国際コンソーシアムの中核になっており、
研究をリードしている。

技術開発
水準

◎

↗

10,000ドルゲノム、1,000ドルゲノムプロジェクトの実施やNIHの企業に委託した化合物ライブラリーの生産、管理など、公的支援が新規分野の企業の技術
開発水準向上に寄与。プロテオミクス、メタボローム解析に用いられる質量分析器、バイオマーカー探索、抗体医薬開発などは世界のトップ。タンパク質
構造解析からの薬剤設計は成功例が増えないため下火になっている。

産業技術力

◎

↗

DNAチップ、ゲノム全域SNP解析プラットフォーム、454、Solexa、SOLiDなどの高速シークエンサーなどゲノム関連機器は米国の独断場。新薬開発におけ
る基礎的な探索研究はベンチャー、メガファーマは開発と分業が進んでいるが、両者を併せた産業技術力は高い。

研究水準

◎

→

米国に次ぐ水準。特にゲノム疫学・疾患遺伝子（英国、アイスランド）、プロテオーム解析（ドイツ、スイス、デンマーク）、生命機能化合物の水準が高い。欧
州委員会が大規模ファンクショナルゲノミクスプロジェクトや米ーEU国際コンソーシアムを推進して水準を維持。

技術開発
水準

○

↗

英国、スイス、ドイツではメガファーマの合併から多額の資金投入が可能になり生命機能化合物やバイオマーカー、糖タンパク質解析の水準が向上。海外
特許の積極出願や研究拠点のアジア進出も増加。プロテオミクス、タンパク質構造解析からのドラッグデザイン、抗体医薬、メタボロームなどでベンチャー
企業が世界をリードする。

産業技術力

◎

↗

積極的な国際展開姿勢（欧州が実施する臨床治験90％は国際共同治験。スイスのLonza社やドイツのべーリンガー社が大規模な抗体医薬生産受託業務
を展開。バイオマーカーやメタボロームなど新規な技術を臨床や発酵生産に取り込む活動も活発化している。

研究水準

△

↗

ポストゲノミクスに比重。HapMap、1,000人ゲノムプロジェクト、中国人の完全遺伝子組織マップの推進により侮れない存在に。肝臓プロテオミクス、SARS、
住血吸虫、中医証候など特徴を活かしｚたプロテオミクス研究の水準も向上。海外の優れた研究者を呼び戻す政策（海亀政策）により今後、急激に水準が
向上する可能性がある。

技術開発
水準

△

↗

バイオマーカー、糖タンパク質解析ではTianjin Biochip Techなどのベンチャーが力をつけてきている。また、中国科学院傘下の研究機関や北京大学等で
生薬や海洋天然物からの有用生理活性物質探索など生命機能化合物研究を活発化させており、その成果による産学研合作や抗弁企業が進展。

産業技術力

×

↗

産業技術力はそれほど高くはないが、上海国家生物製薬科技産業基地（メディカルバレー）に100以上の研究機関、R&Dセンター、多国籍企業、国内有力
製薬企業、120以上のベンチャー企業が集積しており産業技術力向上の核になっている。

フェーズ

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ②（脳神経分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現
状

トレ
ンド

留意事項などコメント全般

研究水準

◎

↗

質において欧米と比肩。特に水準の高い研究は、シナプス伝達と可塑性、軸索ガイダンスやシナプス形成に関わる分子、細胞骨格分子のダイナミクスや
細胞内情報伝達機構、脳の活動依存的発達、サル脳高次機能、アルツハイマー関連分子の探索、など。神経系の疾患、社会性脳科学など新規分野での
総合的な展開や臨床応用など社会貢献に発展させる力をつけるためのシステムつくりが必要。日本の特徴を生かした独自の研究戦略が望まれる。

技術開発
水準

○

→

分子生物学的手法を利用した神経回路研究など、独創的な技術開発。ロボットなど工業分野での研究開発は世界の群を抜いている。企業（日立、島津、
日本電気、NTT など）による技術開発水準も高いものであるが、医療分野等へのヒトへの応用に関しては、日本固有の倫理観や制度上の制約から、欧米
に遅れをとっている。

産業技術力

○

→

全般的に技術的な基盤は有するが、産業技術として展開するための推進体制の整備に遅れが見られる。臨床研究の基盤整備の遅れや国際共同治験参
加機会の不足、長い新薬承認審査期間のため、欧米と比較して新薬が上市される時期に遅れが生じている。

研究水準

◎

↗

分厚い人材と研究支援体制に支えられ、質と量を併せた総合的な発信力を持つ。新規分野を開拓し、重要分野を引っ張る総合力もある。大規模シークエ
ンシング施設の充実など、基盤的学問分野の維持・継承のためのプログラムのみならず臨床研究の体制（ 人員の育成・配備等）も整えられており、大規模
のサンプル整備（ 神経画像データを具備したゲノム、ゲノムコーホート等） が進みつつある。

技術開発
水準

◎

↗

技術開発の目標が全く新しいコンセプトの実験・計測原理の発見そのものに投資が向けられている。ブレイン-マシン・インタフェースの基礎となる剣山型電
極、多次元データの解析システムの技術開発や新薬の臨床開発において世界の最先端にある。エンターテイメント分野での市場も大きく、先進的技術開
発を競っている。

産業技術力

◎

→

疾患の克服など社会への貢献が明確な分野で企業活動と一体化した実現化への力強い研究活動や、民間ファンド中心の罹患患者数が多い疾患群の病
態解明・新規治療原理開発を推進。背景に民間寄付を後押しする税制システムや、社会への情報公開や社会貢献への広報が大きく貢献していると思わ
れる。

研究水準

◎

↗

伝統的に、ヒトの認知・行動に関する心理学的および臨床神経心理学的研究に圧倒的な強み。独自の視点から生まれた成果を基盤に新たな分野を展開
することにより、米国とは異なった得意分野を持つ。各国の連携も徐々に進められており、更なる力を発揮する可能性が認められる。

技術開発
水準

○

→

ユニークな先端技術に依拠した先進的技術開発（遺伝子関連技術、大規模なヒト脳非侵襲機能画像施設など）に米国に見られない強みがあるが、全体と
しては米国の後塵を拝する。イギリス・スイス・ドイツでは大手の製薬企業の合併により、研究開発に多額の投資をすることが可能となり、今後の動向が注
目される

産業技術力

○

研究水準

△

→

米国型（産業界主導）の新薬の臨床開発とは一線を画し、新薬の臨床効果を検証した研究成果などが出されている。脳画像や解析機器などの技術はデ
ザインに優れ、使いやすいパッケージとして展開されている。しかし欧州域内での差異は大きく、旧東欧諸国はいずれも一般的に水準は低い。

↗

質も量も不十分であるが、「国家中長期科学技術発展規画綱要（2006～2020年）」による研究推進が始まっており、70以上の研究プロジェクトを設立。英国
などとの国際共同研究を進め、部分的に発展の可能性が認められるため、今後の動向には注意を向ける必要あり。特に臨床研究における大規模なサン
プル収集力は、今後注目すべきである

技術開発
水準

×

→

製薬企業の数では世界一を誇り、欧米の技術を輸入して生産を図る努力がなされているものと思われるが、独自の技術開発は明確ではない。

産業技術力

×

→

特筆すべき事項はない一方、産業実用レベルにおいて、欧米諸国企業の社会実装の試用の場となっている可能性は否定できない。

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ③（発生・再生分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現
状

トレン
ド

留意事項などコメント全般

研究水準

◎

→

ES細胞、組織幹細胞の培養法と解析をはじめ、万能細胞の作出に成功するなど、発生・再生分野では米国を凌ぐ領域は少なくなく、この分野の研究水準は欧州先進諸国に
勝るとも決して後れておらず、米国と近接する高水準を維持している。しかし、現時点では米国や欧州に見られるような長期的戦略がなく、将来が憂慮される。

技術開発
水準

○

↗

米国に比べて明かに後れをとってはいるが、近年ES細胞、万能細胞の培養や解析の技術（京大、理研等）や、1分子イメージング、胚発生のリアルタイムイメージング（大阪
大等）などの研究技術開発が急速に進捗しつつあり、発生・再生分野全体としては、欧州と同程度あるいはむしろやや進んでいると判断できる。

産業技術力

○

→

倫理、社会的コンセンサスの確立が未だ為されず、そのためになお規制のハードルが非常に高い。これらの条件が大学等の研究機関の研究者と企業との連携や企業のコ
ミットメントを阻害しており、産業技術力は米国に大きく離されている。

研究水準

◎

→

発生・再生分野全体を通じ、世界のトップレベルを維持している。この分野は長期的取り組みが不可欠であるが、米国ではポストゲノムとしてのENCODE計画、幹細胞分化の
ケミカルバイオロジー等のプロジェクトや異分野横断的なAHEAD（Alliance for the Human Epigenome and Disease）などの長期的計画が進められており、これらの計画や伝
統的な世界各国からの人材確保が高い研究水準の不断の維持を支えていると思料される。

技術開発
水準

◎

→

大学等の研究者と企業研究者相互間はもとより、研究者の交流環境が整っており、この分野のどの領域を見ても異分野間の融合的共同研究が盛んに展開されている。これ
らの条件がケミカルバイオロジーの情報の蓄積やシステムバイオロジーなどの新しい展開あるいは、大学における新しい学部等の開設を促し、高い技術開発水準の維持と
その向上に結びついている。

産業技術力

◎

→

生殖補助医療は欧州に後れをとっているものの、規制のハードルが低く社会的コンセンサスもそれなりに確立されていることで、企業の積極的コミットメントが得易く、また大
学等の研究者と企業との連携もよく分野全体として世界のトップレベルを維持している。

研究水準

◎

→

多様な生物種を用いた発生プログラム研究、英国、ドイツの幹細胞研究、網羅的ノックアウトマウスの作出、世界初の体細胞クローン動物の作出など世界をリードする領域
は少なくない。米国、日本と共に、分野全体としては高水準を維持している。また、未だ日本には見られない長期的な計画マウスリバースジェネティックスやEpigenome
Network of Excellence（NoE）が欧州諸国共同で展開されていることも注目される。

技術開発
水準

○

ドイツ、英国、スイスにおける顕微鏡による発生現象解析技術、企業との共同による生殖細胞の発生プログラミング因子探索技術、ドイツにおける組織工学用デバイス開発、
遺伝子組換えクローンヒツジによるアンチトリプシンタンパク製剤の開発など見るべき成果もあるが、発生・再生分野全体としては、米国はもとより、日本と比べてもいくらか後
れをとっている。

↗

産業技術力

○

→

生殖補助医療の実施率は世界のトップレベルであり、大規模臨床試験の実施力は日本より勝っているが、ベンチャー企業はなお育っておらず、分野全体としては進んでいる
ものの米国とはなお距離があり、日本と比べてもやや後れている。

研究水準

△

↗

幹細胞研究やヤギ、ウシ、ブタ等家畜の体細胞クローン動物の作出等、注目すべき成果も挙げつつあるが、分野全体としてはなお後れている。とは言え、米国、欧州から帰
国した研究者が各領域でリーダーシップを発揮しつつあり研究水準は急速に向上すると思われる。

技術開発
水準

△

↗

世界初の体細胞クローン水牛の作出に成功してはいるが、分野全体としては現在なお特筆すべき技術開発は見られない。しかし、今後、基礎研究のレベルアップと相俟って、
ことに生薬からの創薬技術、家畜、魚類の品種改良技術等の開発が見込まれる。

産業技術力

△

↗

分野全体としては、なお全体的に後れている。しかし、組換えウシ由来ヒトラクトフェリンや組換えカイコ由来のGU-CSFがそれぞれ前臨床試験、第Ⅱ相試験に入っており、今
後、政府の施策と米国、欧州の留学から帰国した研究者のリードにより、畜産及び農水産分野や創薬領域で急速な技術力の向上が予想される。

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ④（免疫分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現
状

トレン
ド

留意事項などコメント全般

研究水準

◎

↗

基礎免疫学の水準は高く多くの重要な成果を発信。特にサイトカイン研究、自然免疫研究、制御性T細胞研究では世界の最先端。リンパ球の分化やシグナ
ル伝達研究においても重要な知見を発表。一方、応用研究に向かうために重要なヒトの免疫学研究は遅れを取っており、臨床医等との連携も含めた研究体
制の整備が急がれる。

技術開発
水準

○

↗

日本発の免疫抑制剤の開発、抗体医薬の上市等、一定の成果。しかしながら、基礎免疫学の水準と比較すると企業の技術開発はやや立ち後れ。トランス
レーショナルリサーチへの投資やベンチャー企業の育成などによる基礎研究の成果を切れ目なく展開していく仕組みが必要と思われる。

産業技術力

○

↗

生物製剤の製造技術では欧米に水を開けられているものの、抗体医薬の効果を格段に向上させる技術やマウスを活用したヒト抗体製造技術など、独自の
技術が生まれつつある。

研究水準

◎

↗

基礎研究の水準は極めて高く、また人材層も厚い。Th17の発見やリンパ球の運命決定に重要な複数の転写因子の発見等重要な成果が発信されている。

技術開発
水準

◎

↗

欧州比肩する開発研究力。重要な基礎研究の成果を小回りの効くベンチャー企業を介して速やかに開発研究へ持ってゆく体制が有効に機能。ヒトの免疫学
に強いことも開発研究への道筋を支えている。

産業技術力

◎

↗

抗体医薬品の製造技術に関して多くの特許を保有する圧倒的な競争力。ワクチン製造に関しても国が積極的に投資、今後も高い競争力を維持すると思われ
る。

研究水準

○

↗

古典的なテーマから新しいテーマまで独自のスタイルで着実に研究を推進。米国に比して人材層は薄いが、共同研究の推進により全体として高い成果を挙
げている。

技術開発
水準

◎

→

近年の企業再編により主要国ごとに世界を代表する製薬企業が誕生。各企業とも得意分野への集中投資により成長を続けているが、ノバルティスやロシュ
などが免疫抑制剤の開発で競争力を持つ。ワイスなどはTNFをターゲットにした新しいタイプのリウマチ薬を開発している。

産業技術力

◎

↗

ロンザ社（スイス）など、動物細胞を用いた抗体医薬の製造に関して高い技術を有する企業が多い。動物個体を利用したバイオ医薬品の製造技術など、低コ
スト化に資するあらゆる技術開発に寛容である。

研究水準

△

↗

米国や欧州で力をつけた研究者が相当数帰国して研究を開始。政府としても相応の予算を免疫分野に充当しており、今後水準が飛躍的に高まることが予測
される。

技術開発
水準

△

↗

国際企業が中国において開発研究を進めることにより全体の水準の向上。しかしながら、これらを自国のものとするには相応の時間が必要と思われる。

産業技術力

△

↗

低分子化合物や抗生物質などの受託生産を行っている企業は多いが、独自の技術で免疫抑制剤や抗体医薬品等を上市した例はない。

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ⑤（がん分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現状

トレン
ド

留意事項などコメント全般

研究水準

◎

↗

基礎研究は高水準で世界をリードし、独創的研究成果も発表する一方、量的には欧米に遅れ。がんの原因の多様性、治療法への多角的なアプローチ
を考慮した支援の拡大が必要。がん幹細胞、EMTや小胞体ストレスといった重要分野の研究の一部に立ち後れがあり、今後の底上げが必要である。

技術開発
水準

○

→

新技術の開発は米国や欧州に遅れ。産学連携の活性化、特許の取得の増加などは進展。研究成果の実用化の成功例は限定。がん領域を重点に置
く国内大手の製薬企業が強力な研究開発パイプラインを有する米国バイオ製薬企業や医薬品メーカーを買収したことより、技術開発水準の向上が期
待される。

産業技術力

○

→

米国や欧州に遅れ。国内の薬剤開発については、いくつかの制度上の問題（国際共同治験への参加が少ない、新薬の承認審査期間が欧米や中国に
比べて長い、など）が緊急に解決すべき課題。ベンチャー企業の設立も奨励されたが、研究者を市場とするものが多く、黒字化したものは少ない。

研究水準

◎

↗

質・量ともに世界をリード。シーズを生み出す基礎研究など、研究水準の高さは特筆すべきものがある。またNIH/National Cancer institute（NCI）が中心
となって種々のプロジェクトを有機的に連動して進めていることも米国が世界をリードし続けている大きな要因と考えられる。

技術開発
水準

◎

↗

質・量ともに世界をリード。シーズを速やかに実用化する技術力が高い。ベンチャー企業がさまざまなで分野で活躍・成功していることも特徴である。

産業技術力

◎

↗

新薬開発では世界の最先端。医師主導の臨床試験プログラムの活発な実施。臨床開発期間圧縮のために、通常の第Ⅰ相臨床試験よりも早いMicrodosing の指針がアメリカ食品医薬品局（FDA）より発表され、開発候補物質の早期評価および選択が図られている。

研究水準

◎

↗

EUを中心に欧州の共同研究体制が整備されつつあり、今後もさらに大きな伸びが見られ、分野においては米国と並ぶ成果も数多く出てくるものと予想
される。

技術開発
水準

◎

↗

最近のベンチャーやメガファーマの活躍は特筆すべきものがある。欧州では大手の製薬企業の合併により、メガファーマが多数誕生しており、研究開
発に多額の投資をすることが可能となっている。

産業技術力

◎

↗

新薬の臨床開発で米国を追い上げ。Micro-dosing の指針が欧州医薬品庁（EMEA）より発表され，治験の効率化が図られている。

研究水準

△

↗

現時点では欧米や日本から大きな隔たり。しかし、科学技術人材の呼び戻し政策により優秀な研究者が多数帰国しており、国家戦略による大型研究
費支援もあって、今後は国際競争力が飛躍的に発展すると考えられる。

技術開発
水準

△

↗

全般的には技術開発水準は高くないが、欧米で訓練された研究者が関与する企業が多くなっており、技術開発水準が上がっている分野も見られる。

産業技術力

△

↗

顕在化したものは少ないが，国家戦略によりバイオテク企業が増加しており、産業化に重要な臨床開発能力は上昇している。

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ⑥（植物分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現
状

トレン
ド

研究水準

◎

↗

シロイヌナズナ、イネ、さらには、最近のミヤコグサ、ヒメツリガネゴケのゲノム解読を基盤として、ポストゲノム解析が進展。植物ホルモンの網羅的解
析等メタボロームの充実とともに、イネのQTL解析とゲノム情報の組み合わせによるゲノム育種（遺伝子機能のピラミッディング）が実証され、作物育
種に新たな展望をもたらしている。

技術開発
水準

△

→

種苗メーカーや食品企業等、潜在的技術開発力は高い。一方，組換え植物の圃場試験が極めて実施困難であることから、企業の技術開発は大きく
停滞している。

産業技術力

△

→

青いバラが2009年度販売される予定。それ以外の国産の組換え植物の販売の予定はない。分析機器メーカー等の強力な産業技術力が活かされて
いない。植物工場を用いた遺伝子組換え作物の育成の取り組みが一つの起爆剤となる可能性はある。

研究水準

◎

↗

アラビドプシス2010と平行して、実用作物を対象としたゲノム解読と応用研究が進展。DOE Joint Genome Instituteにおいて広範囲な植物ゲノムの解
析が行われている。これらのゲノム情報は比較ゲノムによる植物機能解析のプラットフォームとして有用であり、高い研究水準をさらに発展させる基
盤の構築が継続されている。

技術開発
水準

◎

↗

広範囲なゲノム情報の収集と農学的に有用な量的形質に関する遺伝学の知見を活用し、ベンチャーからメジャー企業に至るまで植物機能の開発が
切れ目なく推進されている。また、バイオ燃料に対しても、政府の強力な支援のもと、大規模な研究開発が進められている。

産業技術力

◎

↗

モンサントをはじめとしたメジャー企業が、強力なバイオテクノロジーの基盤を活用し、生産性の向上に資する多くの組換え作物を開発。ダイズやワタ
などの実用作物は市場を席巻しており、収量増加に大きく寄与している。また、化学メーカーにおける技術導入の動きが加速されているように感じら
れることから、さらなる生産性の向上も期待される。

研究水準

◎

↗

欧州における植物科学の研究レベルは高く、研究成果も多い。中心課題に関わる地道で長期的な研究内容が多い。質的に高いインパクトを持つ論
文が多い。

技術開発
水準

◎

↗

Syngenta, Bayer, BASFなどの巨大化学企業における植物関連事業は好調。EUの農業政策と相まって、域内のデンプン化学メーカーから遺伝子組換
えジャガイモ（Amflora）の利用への期待大。遺伝子組換え作物の栽培はスペイン以外、限定的ではあるが、RR2ダイズの輸入が許可されるなど、受
け入れに向けての体制が進みつつある。

産業技術力

◎

↗

遺伝子組換え作物の大規模な栽培等による環境調査等には実績積み重ねがあり、潜在的な産業技術力は高い。また、バイオ燃料に関しても、2007
年に作成されたRenewable Energy Road Map に従って、2020年までにエネルギー消費の10%をバイオ燃料化するべく、バイオディーゼルの生産を中
心にした取り組みがなされている。

研究水準

○

↗

アメリカに次いで、第2の論文数に躍進し研究水準が急上昇。一方、帰国組の貢献が大きくレベルにばらつきがあることも事実。研究者人口の大きさ
と圃場レベルでの大規模栽培試験が可能なことから、今後も上昇が予想される。

技術開発
水準

○

↗

積極的な遺伝子組み換え作物の栽培と研究が展開。過度の応用への期待から、必ずしも規制が十分ではないことへの懸念がある。試薬の供給不足
等も伝えられている。今後の発展の可能性は大きいが、これらの社会的要素にも注意すべきである。

産業技術力

○

↗

ワタの栽培において耕作地の約2/3がBTに置き換わるとともに、周辺の作物に対する防虫効果等、総合的生産性向上が報告されている。ワタ以外で
は、ポプラ、パパイヤの栽培にとどまっているが、イネに関しても実用化の直前にある。

留意事項などコメント全般

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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我が国のライフサイエンス研究の国際的位置づけ⑦（融合研究分野）
国・
地域

日本

米国

欧州

中国

フェーズ

現
状

トレン
ド

研究水準

○

↗

システム生物学、構成生物学、脳科学、イメージング、構造生物学の研究は高水準。脳科学、イメージング、構造生物学は分野融合が進展。バイオインフォ
マティクスは高水準にあるが継続的な投資の不足からレベルダウンの懸念。他分野の知識や技術、ツールを活用する基盤形成が遅れており、Spring8、
GLOBAL COEなどが分野融合の拠点としても機能することが期待される。

技術開発
水準

◎

→

構成生物学（ミニマルゲノムなど）、脳科学（ブレインｰマシン・インターフェイスなど）、イメージング（光源、顕微鏡、光検出器など）、構造生物学（X線回折、電
子顕微鏡など）では最先端の技術開発、特に要素技術は高水準。しかし、製薬企業やベンチャーの取組が薄く、バイオインフォマティックスでは中心的企業
が撤退し水準の低下が懸念される。

産業技術力

○

→

光学顕微鏡、電子顕微鏡、MRI、X線回折計などの要素部品や機器開発において東芝、日立、日本電子、リガクなどの大手企業が高い技術力を保持。国際
的競争力強化のため新規分野での産学連携の強化は技術開発、人材育成の両面で急務である。

研究水準

◎

↗

分野融合研究プログラム（NIHのGlue Grant、NSFの分野融合COEプログラムなど）の新設、分野融合研究所（ジャネリアファーム）の設置などが進展。大学に
おける専門外の知識の保管が可能な人材育成プログラムを早くから充実させていることもあり、全般的に高い水準を保っている。

技術開発
水準

◎

↗

大学発のベンチャー設立と大企業によるベンチャー育成がシステムとして機能し、新規分野での技術開発の水準及びその速度ともに圧倒的な強み。バイオ
シミュレーション、超高速シーケンサー、合成ゲノム、BMI、イメージング用プローブなどの水準の高さが顕著である。

産業技術力

◎

↗

DNAチップ、DNAシーケンサー、MRIなどの分野では米国のリードが大きい。システム生物学、構成生物学、脳神経分野からの製品化はこれからであるが、
ベンチャーによる先行開発、大手企業による事業化の組合せがうまくいけば他の例同様、圧倒的な強さを見せるであろう。

研究水準

○

↗

FP6、FP7におけるファンディングや欧州ライフサイエンス情報基盤計画コンソーシアム（ELIXIR）の整備など分野融合促進策を推進。また、フランスの大型放
射光施設（ESRF）、中性子線施設（ILL）を中核とした欧州研究拠点整備や英国、スイス、ドイツのCOE支援など拠点形成も進捗。脳科学、イメージング、BMI、
超解像光学顕微鏡、造影剤研究、MRI装置開発の水準が高い。

技術開発
水準

◎

→

Novo（デンマーク）、Astra Zeneca（英国）、TNO（オランダ）などのシステム生物学の取組が進展。バイオインフォマティックス分野のベンチャーは下火に。NMR
（ドイツ）、電子顕微鏡（オランダ）、2次元像検出器（ドイツ）分野は世界をリード。多額の投資に支えられ製薬企業の創薬に向けたタンパク等の構造解析分野
の水準は高い。

産業技術力

○

↗

システム生物学、バイオインフォマティクス、構成生物学（合成生物学）、脳科学分野は萌芽的な分野でもあり、大企業発の製品はこれから。製品やサービス
を提供するベンチャーでは事業化が進展。イメージング、構造生物学分野ではライカ、ツァイスなどが高水準で、最新技術を導入した顕微鏡装置等の製品化
に優れている。また、英国、ドイツのMRI、PET関係の水準も高い。

研究水準

×

→

イメージング分野の研究開発が活発化しているが、それ以外は目立った活動は認められない。しかしながら、帰国研究者や海外在住の研究者の研究水準は
高く、潜在的な競争力はある。

技術開発
水準

×

→

国主導でヒトゲノムやヒトメタボロームなどの大型解析が進行中。関連したバイオインフォマティクスの技術開発が進められているが、開発力は未知数。イ
メージングの特許増加や生体観察用低温電子顕微鏡（FEI）の積極導入など投資が進められているが、技術開発力が高まるのはこれから。

産業技術力

×

→

DNA合成を低価格で請け負う企業やレーザーで既製技術にもとづく製品化が進んでいるが、目立った活動はない。

留意事項などコメント全般

（註1）現状 [◎：非常に進んでいる， ○：進んでいる， △：遅れている，
（註2） トレンド [↗：上昇傾向， →現状維持， ↘下降傾向]

×：非常に遅れている]

（出典：ライフサイエンス分野

※我が国の現状を基準にした相対評価ではなく、絶対評価である。
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科学技術・研究開発の国際比較2008年版（ＪＳＴ）よりＪＳＴＣＲＤＳ作成）

ライフサイエンス人材①（研究者の専門別構成比）
○我が国のポストドクター等の専門別構成は、企業等の研究者の専門別構成と比べ、工学の比率が小さい一方で、理学、農学、保健等の比率
が大きい。

＜我が国のポストドクター等の専門別構成比 平成１７年＞
その他
660人
人文・社会 4.3%
科学
1,121人
7.2%

不明
309人
2.0%

保健
15,597人
農学
2.9%
17,482人
3.3%

人文・社会
科学
5,966人
1.1%

理学
84,558人
15.8%

理学
4,853人
31.3%

保健
2,334人
15.1%
農学
1,618人
10.4%

＜我が国の企業等研究者の専門別構成比 平成２０年＞

工学
411,517人
76.9%

工学
4,601人
29.7%

（総数15,496人）

総数15,496人
（平成17年度）

出典：大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査

（総数535,121人）

総数535,121人
（平成20年3月31日現在）
出典：科学技術研究調査報告（総務省統計局）
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ライフサイエンス人材②（研究室に占めるポストドクター等の割合）
○ライフサイエンス分野においては、研究室に占めるポストドクター等の割合が比較的高い。

＜研究室の研究者に占めるポストドクター等の割合 平成１７年＞
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

％

18.1

ライフサイエンス分野［N=7.98］

情報･通信分野［N=16.35］

7.4

環境分野［N=6.43］

12.2

ナノテクノロジー・材料分野［N=10.38］

7.2

エネルギー分野［N=9.93］

3.5

製造技術分野［N=8.40]］

3.6

社会基盤分野［N=7.24］

フロンティア分野［N=13.75］］

20

7.2

3.6

注）回答者の所属する研究室に

10.7

その他の自然科学系［N=4.58］

おける研究者の平均人数［N］に
人文社会科学系［N=5.20］

対する、各分野におけるポスト

7.7

ドクター等の平均人数の比率を
グラフ化したもの。
その他［N=8.35］

16.1

出典：我が国の研究活動の実態に関する調査報告（平成17年度調査）（文部科学省, 2006年12月）
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ライフサイエンス人材③（ポスドク・企業等研究者の構成比 日米比較）
○我が国のポストドクター等の構成について、ライフサイエンス分野が全体の約４割を占めているが、米国のポストドクター等の構成におい
ては、ライフサイエンス等の分野の比率がより高く、全体の約６割を占めている。
○米国の産業界では、ライフサイエンス分野の人材の受け皿がある。
１．日米のポストドクター等の分野別構成
＜米国のポストドクター等の分野別構成比 平成１５年＞

＜我が国のポストドクター等の分野別構成比 平成１８年＞
不明
398人
2.4%

その他
2038人
12.4%

数学、統計学

保健

3%

2%

社会科学
4%

工学

社会基盤
482人
2.9%

人文・社会
1589人
9.7%
フロンティア
569人
3.5%

ライフサイエンス
6459人
39.4%

7%
心理学
9%

生物学、農学、ラ
イ フサイ エン ス
57%
理学

製造技術
455人
2.8%

18%

（総数16，394人）

エネルギー
409人
2.5%

（調査対象 19,780人）

ナノテクノロジー・
材料
1888人
11.5%

環境
825人
5.0%

情報通信
1282人
7.8%

（Ｓ＆Ｅ分野のポスドク数49,261人）
(出典 NSF Division of science Resources Statistics, Web CASPAR database system、

（出典：文部科学省「大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査」）

２．日米の企業等研究者の専門別構成
＜我が国の企業等の研究者の専門別構成比 平成１９年＞

農学
その他の工学

保健
3.1

3.7

9.1
繊維
0.7
材料
5.0
土木･建築

人文・社会科学
数学・物理
1.2
3.7
生物
地学
化学
1.0
0.2
10.3
その他の理学
理学
0.9
16.1

2.3
電気・通信
34.7

工学
75.9

機械 ･ 船舶 ･ 航空
24.2
（総数 52.7万人）

NSF Characteristics of Doctoral Scientists and Engineers in the US, Table ７.”Private for-profit”

＜米国の営利企業に雇用されている博士号取得者の専門別構成比 平成１５年＞
数学、統計学
４％

4%

保健
保健
２％
2%

科学
3%

情報科学等
３％

社会科学
5%
心理学
9%

工学
31%
生物学、
農学、ライ
フ
20%

7
理学
26%

(出典 NSF Characteristics of Doctoral Scientists and
Engineers in the US, Table 13.”Private for-profit”)
（博士号取得者雇用総数593,300人、
うち営利企業雇用者数187,570人）

出典：科学技術要覧
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世界最高水準のバイオリソースの整備①
○生物遺伝資源（バイオリソース）は、ライフサイエンス研究の実施に必要不可欠な研究材料。文部科学省では「ナショナルバイオリソース
プロジェクト」（ＮＢＲＰ）として、国が戦略的に整備することが重要なバイオリソース（２７種）について、体系的な収集・保存・提供
等を行うための体制を整備。
＜ＮＢＲＰ27種のバイオリソース＞

マウス

ゼブラフィッシュ

ラット

メダカ

ニホンザル

トマト

シロイヌナズナ

細胞性粘菌 ショウジョウバエ 線虫 カタユウレイボヤ

藻類

アサガオ オオムギ

コムギ

原核生物
酵母
ミヤコグサ 病原微生物 一般微生物
（大腸菌・枯草菌）
・ダイズ

●世界三大拠点としての地位確立
バイオリソース

保存数
(累計)

ネッタイ
ツメガエル

遺伝子材料 ヒトＥＳ細胞 ヒト・動物細胞

件

提供
件数

提供先機関数
(累計)

14,000

国内

12,000

国外

12,599
11,390

微生物
3,885系統

2,771

240

258

10,000

実験植物 （世界３大拠点）
シロイヌナズナ種子，cDNA等

570,399株

664

218

562

8,000

5,558株

4,148

2,203

891

9,219
8,050

遺伝子

6,000

細胞

4,000

遺伝子材料 （世界３大拠点）
cDNAセット，ライブラリー，クローン等

3,284,668
クローン

1,454

微生物 （新種登録株数世界第２位）
細菌，古細菌，糸状菌等

18,816株

3,562

合計

カイコ

●バイオリソースの提供数

実験動物 （世界第２位）
マウス (個体・胚・精子)

ヒト・動物細胞 （世界最大）
ヒト癌細胞株，動物細胞株，
iPS細胞等

広義キク属

イネ

476

植物

332
2,000

1,564

動物

483
0

12,599

4,701

2,526

17年度

18年度

19年度

20年度

（出典：理研ＢＲＣ資料より）
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世界最高水準のバイオリソースの整備②
○我が国は、世界最高水準のバイオリソースの保存・提供数を誇り、量・質の両面において国内外の評価は極めて高い。
○欧米等のバイオリソース提供機関との連携が進展している。

＜諸外国のリソースバンクについて＞

＜バイオリソースの国際連携＞
－Federation of International Mouse Resources（FIMRe）－
リクエスト
検
索

IMSR One Stop
Database

凍結マウスリソース
（胚・精子・異変ES細胞等）

利
用
者
マウス個体

最寄りの
FIMRe機関

全世界で提供可能なマウスを一括検索
FIMRe機関が凍結杯・精子からマウスの作出を代行

＜バイオリソース保存数の国際比較＞
■動物（マウス）

■植物（シロイヌナズナ）
保存数

Jackson Laboratory【米】
Mutant Mouse Regional
Resource Centers（MMRRC）
【米】
European Mouse Mutant Archive
（EMMA）【欧】
理研BRC

Jackson研究所、EMMA、
MMRRC、理研BRC、
熊本大学生命資源研究･支援ｾﾝﾀｰなど

＜ＮＢＲＰリソースを利用した論文数＞
保存数

約2,950系統
約540系統

Arbidopsis Biological Resource
Center（ABRC）【米】

約680系統

Nottingham Arbidopsis Stock
Centre（NASC）【欧】

3,885系統

理研BRC

（本） 4,000

約98,900系統・ｾｯﾄ
約550,000系統

3,000

570,399系統

2,500

資料：ABRC：ABRCホームページより文部科学省作成
NASC：理化学研究所資料より文部科学省作成

EMMA：EMMA資料より文部科学省作成
Jackson研究所、MMRRC：「ナショナルバイオリソース分野
における研究動向調査業務」（平成18年３月三菱総合研究所）

3,667
3,500

2,000
1,684
1,500

■微生物
保存数
American Type Culture Collection
（ATCC）【米】
Health Protection Agency Culture
Collection（HPA Culture
Collection） - National Collection of
Type Cultures（NCTC）【欧】

理研BRC

833

1,000

18,000株以上
細菌
ヒト病原性ウィルス
菌類

注：海外のリソースセンターについては保存
数が明確に整理されていないものが多いため、
一概に比較はできない。

0

5,000株以上
400株以上
約2500株
18,816株

714

500

注）NBRP27リソースを対象と
する。

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
（年）

資料：ATCC、HPA Culture collection
のHPより文部科学省作成

動物

植物

微生物

細胞等

資料：NBRP情報センター調査
より文部科学省作成
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ライフサイエンスデータベース（ＤＢ）の整備について
○ライフサイエンス研究により、ＤＮＡ、タンパク質等の膨大なデータが蓄積。現在、データベース（ＤＢ）は国内に散在しており、ＤＢの
統合化と恒久的な整備体制を実施・検討中。
○国際的には、米国、欧州ではＤＢの恒久的な整備体制を図り、これらのＤＢから大規模解析時代のデータベース活用研究（バイオインフォ
マティクス研究）へシフト。今後は、データ駆動型、モデル駆動型研究による数理システム生物研究の推進が重要。
１．我が国の主なライフサイエンスデータベース
代表的な
データベース
運営機関
予算

PDBj

DDBJ

(Protein Data Bank Japan)

(DNA Data Bank of Japan)

大阪大学蛋白質研究所

DBの内容・
規模等

特 徴

情報・システム研究機構
国立遺伝学研究所

KEGG
GenBank

(Kyoto Encyclopedia of Genes
and Genomes )

京都大学化学研究所

約１2億円

約１．４億円

（Ｈ21年度）

人 員

２．諸外国の主なライフサイエンスデータベース

NCBI

EBI

（米国国立生物工学情報センター）

（欧州バイオインフォマティクス研究所）

約８０億円

約４５億円

約４００名

約３００名

約９億円

（ 注 ： 教 員 人 件 費 を 除 く ）

27名 （教員 13名他）

58名（教員 10名他）

40名（教員 7名他）

タンパク質の立体構造
データ（累計60,756件／
H21年10月現在）

DNA塩基配列データ（累
計15,298,998件／H21年9
月現在）

【日米欧全体の28%に相当】

【日米欧全体の14%に相当】

DNA塩基配列データ（累計
分子間相互作用情報
(Pathway)等を登録
75,013,904件／H21年9月現
（1,182種の生物種毎に最大
在）
337種類のPathway図を登録、
【日米欧全体の64%に相当】
累計96,525件／H21年10月
現在）【世界中のデータほぼ全て網羅】

・タンパク質・核酸等の生
体高分子立体構造デー
タバンクを構築
・日米欧三極連携(wwPDB)
の日本拠点
・タンパク3000, ターゲット
タンパクの成果を蓄積

・塩基配列バンクを構築
・日米欧三極連携（DDBJ/
EMBL/GenBankの３
極：「国際塩基配列デー
タベース」 ）の日本拠点

・研究者の手作業による知
識集約・編集、分類した
DBを構築
・NCBI、EBIの関係DBとは
データの相互リンクを実現

EMBL-Bank

・塩基配列バンク (GenBank)
の他、文献情報と配列等の
分子情報の提供や統合
サービス等も提供
・法律に基づきNLM（米国国立
医学図書館）予算で運営

DNA塩基配列データ（累計
7,381,800件／H21年9月現在）

【日米欧全体の6%に相当】

・塩基配列バンク(EMBL-Bank)の
他、タンパク配列を基礎とした機
能情報、ゲノム情報の統合サー
ビス等も提供
・EMBL（欧州分子生物学研究所）が
半分負担、残りは外部資金（欧
州委員会20%、Wellcome Trust財団
17%、米国NIH8%等）で運営

３．諸外国の主な科学情報整備・統合化の動向

・（NIH) The caBIG Project（がん研究関連のDBやツール
の統合等の構築・整備）：20億円／年

●中国内に在る自然科学データリソースを共有・統合す
るためのDB整備を目的に、National Scientific Data
Sharing Project 立ち上げ(2003年)
●中華人民共和国科学技術部による予算：1.6億元(2006

【中 国】

学研究基盤)：14億円／年

●ELIXIR（European Life sciences Infrastructure for
Biological Information）を組織し、欧州のライフサイ
エンスDBの共通プラットフォームを構築・運
用
●現在、EMBL-EBI中心とする13カ国32機関のコ
ンソーシアム体制（2007-2009年：€4.5Million、
2011-2018年：€470Million）を組んでいる。

【欧 州】

【米 国】

●学術情報基盤整備を目的に、NSF内に”Office of
Cyberinfrastructure” (OCI)を設置（2005年）
●NSFとNIHがCI関連プロジェクトに資金提供し、
OCIが全体の管理・調整を実施
・（NSF) The BIRN Project (ヒトやモデル生物の神経解剖

年)

（出典）「ライフサイエンス委員会（第49回）資料５」、「ライフサイエン
ス委員会（第51回）資料２ 」等から文部科学省作成
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最先端計測・分析設備基盤の整備・開発
○近年、次世代シーケンサーなどに代表される計測・分析技術の進展は目覚ましく、最先端のライフサイエンス研究を実施する上で国として
保持すべき基盤。
○今後とも、最先端の計測・分析設備の開発・整備を行い、これらを効果的に活用していく技術基盤を整備していく必要。
※以下の表は、ライフサイエンス研究に活用される主な計測・分析設備を挙げており、網羅的なものではない。
ほかに、クライオ電子顕微鏡法、１分子計測技術、マルチカラーイメージング法などの計測技術等もある。

＜主な最先端計測・分析設備の整備・開発＞

計測設備

分析設備

（実験：定量計測）

放射光施設

ＮＭＲ

（ Nuclear Magnetic Resonance ）

核磁気共鳴法

次世代シーケンサー

（解析：シュミレーション）

ｆＭＲＩ

(fｕnctional Magnetic Resonance Imaging）

機能的磁気共鳴イメージング法

次世代スーパーコンピュー
ター
（開発中）

主な整備 状況
ライフサイエンス
研究への活用
今後の開発整備

・理化学研究所（播磨研究所）に
世界最高性能のSPring-8を整備。
高輝度ビームラインにより高精度
のデータを得ることが可能。
・高エネルギー加速器研究機構に
Photon Factoryを整備。低エネル
ギービームラインにより重原子ラ
ベルが不可能でも解析が可能。
・ともに、外部開放事業を展開

・理化学研究所（横浜研究所）に
・理化学研究所（横浜研究所）に１日
35台の高磁場・高感度NMR装置（最
で約10億塩基を解読できる超高速シー
高900MHz）を備えた世界最大の大規 ケンサー拠点を整備。
模NMR拠点を整備。
・また、情報・システム研究機構に
・ NMR解析試料の調製から、NMR
シーケンサーからの大量データを処理
データ測定、タンパク質の立体構造 する解析拠点を整備。
の決定までを一貫して行う世界に類
を見ない高度な解析法を開発・整備。
・それらをいかした支援事業を実施
し、外部開放事業を展開

・高水準の画像化が可能な３テス
ラfMRIは研究機関、大学病院等に
整備され、平成19年に国内稼働台
数が100台を越えた(全世界での稼
働台数は平成20年6月時点で約1000
台)。

・理化学研究所が次世代スー
パーコンピューター（10ペタ
FLOPS級）を開発整備中（平成
22年度末一部稼働。平成24年
完成予定）。

・放射光（X線）解析は、高分解能
で静止したタンパク質の様子をと
らえるのに適する。
・平成21年ノーベル化学賞受賞者
yonath 教授は、長年 Photon
Factory を利用しリボソームを解
析。次世代の抗生物質の開発等ラ
イフサイエンス分野に広く貢献。

・NMR解析は、低分子量タンパク質
やある程度構造の揺らぐタンパク質
等の研究に適する。
・がん疾患関連タンパク質の作用機
序の解明や食品中の添加物の分析な
ど、医薬品開発や食品衛生分野等ラ
イフサイエンス分野に広く貢献。

・シーケンス技術（DNA、RNAの塩基の
並びを、端から順番に解析していくこ
と）の飛躍的向上により、DNAを増幅
することなく１分子シーケンスが可能
に。
・次世代シーケンサーの開発と要素技
術（ＣＡＧＥ法等）の組み合わせによ
り、ＲＮＡ発現制御ネットワーク及び
細胞機能の全容解明への道が開けた。

・脳神経細胞の活動を脳血流量・
脳酸素代謝率の変化を非侵襲の方
法で解析し、心と知性の基盤とな
る高次脳機能等を解明。
・画像解析技術の高度化による分
子レベルでの動態解析が可能にな
り、前臨床研究段階における創薬
プロセスを短縮。

＜ゲノム解析＞
・スーパーコンピューターを
用いてゲノム解析。数日か
かっていたゲノム情報復元が
１時間で可能に。
＜タンパク質挙動解析＞
・タンパク質の機能等のシュ
ミレーション。数100万原子で
のシュミレーションが可能に。

生命の統合的理解、創薬開発に貢献 生命の統合的理解、創薬開発に貢献

生命の統合的理解、創薬開発に貢献

生命機能の理解､創薬開発等に貢献

創薬・疾患治療法開発に貢献

・現在、マイクロビームビームラ
インとその試料調整技術等を開発
中（約50μm→ 5μm以下の結晶の
構造解析を目指す）。これにより、
膜タンパク質や巨大な複合体等こ
れまで結晶化が困難だった重要で
難解析タンパク質の構造や相互作
用を解析することが可能に。

・シーケンサーの解析能力は毎年10倍 ・７テスラ超fMRIの実現により、
ずつ進化。
３テスラfMRIと比べて空間分解能
・最先端のシーケンサーを整備するこ や時間分解能等が向上し、神経細
とで、シーケンサーから産出される大 胞や抗がん剤の代謝がリアルタイ
量データから、網羅的情報ネットワー ムに把握可能となり、情動等の高
ク解析技術の開発を進めることが必要。次脳機能の更なる解明や創薬開発
への貢献が可能に。

・更なる高磁場・高感度NMR装置
（世界最高の１GHｚ超）及び新たな
解析法の技術開発により、高分子量
で複雑な重要タンパク質の構造・相
互作用及び機能を動的に高解像度で
とらえることが可能に。
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創薬・医療技術支援基盤の整備①
○これまでのライフサイエンス研究により、化合物ライブラリーをはじめとする研究基盤が蓄積。
○これらの研究基盤は、創薬プロセスや医療の現場で活用可能な技術等が多く含まれている。このようなポテンシャルを有効に活用し、我が
国全体としての創薬・医療技術支援体制を構築し、外部供用していく仕組みを整備していくことが今後重要。
創薬・医療技術シーズを着実かつ迅速に医薬品に結び付ける革新的創薬プロセスを実現

創薬プロセスでの活用

標的分子の同定

新薬候補物質
の同定

化合物ライブラリー
化合物ライブラリー

ヒトに対する
臨床試験
（治験）

非臨床試験
（動物実験）

疾患モデル動物
疾患モデル動物

個人に対する
最適な
医療の模索

承認審査

分子イメージング技術
分子イメージング技術

バイオバンク+SNP解析拠点
バイオバンク+SNP解析拠点

【主な整備状況】

【主な整備・開発状況】

【主な整備・開発状況】

【主な整備・開発状況】

＜東京大学化合物ライブラリー＞
○約15万種類の化合物ライブラリー
を構築
＜理化学研究所(和光研究所)＞
○天然物を中心とした約3万種類の
化合物ライブラリーを構築
○水中のタンパク質動態を考慮した
シミュレーションを含むインシリ
コスクリーニング基盤を構築

＜京都大学＞
○ヒトてんかんのモデルである「SER
ラット」等の疾患モデル動物を収集
・保存し、提供。
＜理化学研究所＞
○筑波研究所に体系的・網羅的なマウ
スの表現型解析プラットフォームを
構築
○急性骨髄性白血病の患者の病態を再
現する「白血病ヒト化マウス」など
の免疫ヒト化マウスを開発

＜放射線医学総合研究所＞
○従来の10～100倍の感度で生体内
分子の挙動を観察できる技術を開発
＜理化学研究所（神戸研究所）＞
○約90種類の分子プローブ
ライブラリーを構築

＜東京大学医科学研究所＞
○日本人30万症例の
DNA・血清サンプ
ル、臨床情報等を
疾患ごとに収集・
保管した世界最大
規模のバイオバン
クを構築

【活

用】

医療現場での活用

【活

○新薬候補物質の探索・合成
○制御化合物の探索

用】

○薬効試験
○安全性評価

シーケンス拠点
シーケンス拠点

【活

用】

○動物・ヒトにおける創薬
候補物質のスクリーニング
○高精度の疾患診断
○病因分子の動態追跡による疾患
メカニズムの解明

タンパク質高次構造解析拠点
タンパク質高次構造解析拠点

【主な整備状況】

【主な整備状況】

＜理化学研究所（横浜研究所）＞
○１日で数十億塩基を解読できる超高速シーケンサーを
整備するとともに、RNA発現制御ネットワークの解明
に資する要素技術を提供

＜理化学研究所（横浜研究所）＞
○600Mhz以上の高性能NMR(核磁気共鳴装置)を35台整備
＜高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構･理化学研究所(播磨研究所) ＞
○世界最高性能の大型放射光施設を整備

【活

【活

用】

○網羅的細胞内情報ネットワーク解析
○安全性評価
○生理応答試験

予

防

＜理化学研究所（横浜研究所）＞
○バイオバンクに収集
された全疾患の全ゲ
ノムSNP解析を実行
し、疾患研究基盤情
報を整備

【活

用】

○疾患関連遺伝子の特定
○薬剤効果予測・副作用予測
○投薬前の薬剤効果予測による副作用
回避、適切な量の薬剤投与
○病気のリスク診断

用】

○新薬候補となる低分子化合物の特定
○創薬の標的となるタンパク
質の立体構造解析

診

断

治

療
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創薬・医療技術支援基盤の整備②（活用例）
○生体イメージング技術は、診断技術を高度化するだけでなく、動物やヒトに対する創薬候補物質の効果を早期に確認することが可能であり、
創薬プロセスの革新につながる。
○バイオバンクとＳＮＰ解析技術を組み合わせることにより、疾患関連遺伝子や薬剤応答に関する遺伝子を特定することが可能であり、個人
の遺伝情報に応じたオーダーメイド医療の実現につながる。

創薬プロセスでの活用

新薬候補物質
の同定

標的分子の同定

非臨床試験
（動物実験）

分子イメージング技術
分子イメージング技術
入る

健常者

承認審査

個人に対する
最適な
医療の模索

バイオバンク＋ＳＮＰ解析
バイオバンク＋ＳＮＰ解析
B

A

ヒトに対する
臨床試験
（治験）

心筋梗塞の遺伝的危険因子数と相対危険
（危険因子の数とオッズ比）

入らない

肥満や糖尿病を避けるような
ライフスタイルの指導

認知症患者
N/A

医療の現場での活用

イメージングデータと症状との相関
関係を解析し、異常分子の集積部位、
経時的変化を観察

・早期診断法の確立
・様々な薬剤を投与し
病態を解明
→診断・治療への応用

予防

0

薬物の動態がその場で判明
（Bの薬剤は脳に移行しない
ので候補から除外）

≧1 ≧2 ≧3 ≧4 ≧5

6

危険因子の数

糖尿病や心筋梗塞などの発症
リスクと関連するＳＮＰを解析

・ハイリスクと診断され
た人への積極的な予防
策を講じることが可能
→予防への活用

・新規医薬品のスクリーニングを
迅速化
・安全性・有効性の確認にも活用

→創薬プロセスへの応用

診断

個人個人の薬に対する副作用
の有無や適切な投与量を決定
するＳＮＰを解析

・副作用のリスク低減や
無駄な投薬の回避が可能
→より安全で適切な治療
の実現

治療
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大学、大学共同利用機関法人、理化学研究所等における連携体制（例）
○世界のライフサイエンス研究は熾烈な競争を繰り広げており、我が国は、グローバルな視点で国際競争力のある研究推進体制を構築する
必要。
大学、大学共同利用機関及び理化学研究所等との間で、様々なレベル（研究者間・組織間、ネットワーク型、拠点型など）
での有機的な研究連携を構築する必要。

＜拠点の形成の取組例（WPIプログラム）＞
世界の第一線の研究者が結集する、優れた研究環境
と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」を形成する
ため平成19年度に公募により５件を選定。

＜ネットワークの形成の取組例（iPS細胞等研究ネットワーク）＞
2008年、文部科学省および独立行政法人科学技術
振興機構が支援するiPS細胞研究等に係る事業の研究
機関・研究者を包含したネットワークを構築。研究情
報や成果有体物などを共有し、iPS細胞研究等を推進。

＜理化学研究所における連携大学院の取組の例＞

＜大学間の取組の例（東京女子医大・早稲田大）＞
東京女子医科大学と早稲田大学は、
2008年、医工融合研究教育拠点である
「東京女子医科大学・早稲田大学連携先
端生命医科学研究教育施設(TWIns)」を
オープン。

独立行政法人理化
学研究所は、1989年
に我が国初の連携大
学院を埼玉大学と連
携し開設。
現在、30大学との
間で連携大学院の協
力を実施。
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ベンチャーキャピタルの投資比較
○我が国のベンチャーキャピタルの投資額は少なく、投資環境の改善を含めたベンチャー企業への支援体制の強化が求められる状況。

＜日米欧のベンチャーキャピタル投資＞

出典：健康研究推進戦略（健康研究推進会議, 2009年７月）,
平成18年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告（財団法人ベンチャーエンタープライズセンター, 2007年２月）
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知財・産学官連携に関する大学等への支援（体制・環境整備）
○第1期科学技術基本計画の期間から現在まで、大学における知的財産管理体制整備・産学連携体制整備のための各種支援を実施。

知的クラスター創成事業
産学官連携戦略
展開事業

大学知的財産本部整備事業
（第Ⅰ期）

第１期科学技術基本計画
“産学官の人的交流等の促進”

第３期科学技術基本計画
“産学官連携はイノベーション
創出のための重要な手段”

第２期科学技術基本計画
“技術移転のため仕組みの改革”

日本版”バイドール”条項
（＝国の研究委託の成果を受託者
へ帰属）

法人格の取得
承認ＴＬＯへの出資
特許の機関帰属 等

25

‘０８

研究開発力強化法

承認ＴＬＯ制度
（＝大学等の研究成果の産業へ
の移転を促進）

‘０７

科学技術による地域活性化戦略

第一回産学官連携推進会議
（
京都）

国が「知財推進計
画」を策定

‘０６

イノベーション

‘０５

教育基本法改正

‘０４

第３期科学技術基本計画

‘０３

国立大学法人化

‘０２

知的財産基本法

‘０１

第２期科学技術基本計画

‘００

中央省庁再編

‘９９

産業活力再生特別措置法

‘９８

大学等技術移転促進法

‘９７

大学の教員等の任期
に関する法律等

第１期科学技術基本計画

‘９６

（第Ⅱ期）

‘０９

大学の役割として社会
貢献を明文化
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パテントプール・パテントコモンズ
○知的財産を獲得した技術が多数存在し相互に関連する中、各者の有する知的財産を束ねて、それぞれの権利をパッケージとして使うための
仕組みが必要。
○研究者同士のリサーチツール特許の活用促進（パテントプール、パテントコモンズの形成促進）を進めるべき。

【パテントプール】
【パテントコモンズ】
特許等を所有する複数の権利者が、それぞれの所有する
個々の権利者が知財権を所有しつつ、一定の条件下で
特許等のライセンスをする権限を特定の組織に集約し、
コミュニティによる自由な使用を認める（一定の条件
当該組織を通じて各権利者が必要なライセンスを受ける
下で特許権等の権利の不行使を宣言する）仕組み。
システム。
※知的財産推進計画2009（知的財産本部、2009年6月）より抜粋
※知的財産推進計画2006（知的財産本部、2006年6月）より抜粋

＜パテントプールの概念図＞

C研究機関

D大学

出典：共同研究における特許の取り扱いに関する調査研究報告書（特許庁,2008年）一部改変
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寄付金収入について
○米国における大学の寄付金収入は1988年以降拡大を続け、2000年以降は安定してきているが、2003年度の総計は244億ドルに達する。

＜米国大学の寄付金収入の推移 （1982年＝100）＞

＜NPOの寄付金収入の日米比較＞

２４４億ドル
（２００３年度）

出典：科学技術政策研究所（2007年3月）

出典：Global Innvation Ecosystem 2007 シンポジウム
科学技術振興機構講演資料（2007年6月）
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第３期科学技術基本計画期間中における
文部科学省ライフサイエンス分野の
主な成果集

本資料は、関係機関の御協力のもと、第３期科学技術基本計画の期間中（平成１８年度から５ヶ年）
に文部科学省が支出する研究資金等を用いて得られた主な研究成果をまとめたものである。

目 次

幹細胞・再生医学研究の加速

・・・ １

革新的医薬品・医療器機の創出に向けた研究の推進

・・・１２

脳科学研究の戦略的推進

・・・４３

ライフサイエンス研究全体に資する基礎研究

・・・５４

ライフサイエンス研究全体を支える体制整備等

・・・８５

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

㪈

ᓟ䇮⎇ⓥ䈏ㅴ䉃䈫䇮ᖚ⠪䈱⚦⢩䈎䉌䇮⚻䉇╭⡺䈭䈬᭽䇱䈭⚵❱䈱⚦⢩䉕䈜䉎䈖䈫䈏น
⢻䈫䈭䉎䇯ᓧ䉌䉏䈢⚵❱䈲⊹⤏៊்䇮⣄㜑៊்䇮⧯ᐕဳ♧ዩ∛䇮ᔃ╭᪪Ⴇ䇮⊕ⴊ∛䇮㛽☻㝃∝╬
䈱∔∛䉕ᴦ≮䈜䉎ౣ↢ක≮䋨⚦⢩⒖ᬀ≮ᴺ䋩䈮↪䈇䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯
䉁䈢䇮㫀㪧㪪⚦⢩䈎䉌ಽൻ䈚䈩ᓧ䉌䉏䈢⚦⢩䈮ኻ䈚䈩䇮Ქᕈ䊶⮎ലᕈ⹜㛎╬䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮
ක⮎ຠ‛⾰䈱⹏ଔ䉕ⴕ䈉䈖䈫䉅น⢻䈫䈭䉎䇯䈖䉏䈲䇮ᣂ⮎㐿⊒䈮㕖Ᏹ䈮ല䈭ᚻᲑ䈫ᦼᓙ䈘
䉏䈩䈇䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ੱ䈲䇮৻䈱ฃ♖ෆ䈏䇮⚻䇮ᔃ╭䇮エ㛽╬䈱᭽䇱䈭⚵❱䈱⚦⢩䈮ಽൻ䈚䈩䈪䈐䈩䈇䉎䇯
⚦⢩䈏ੱ䉕᭴ᚑ䈜䉎᭽䇱䈭⚦⢩䈻䈫ಽൻ䈪䈐䉎⢻ജ䉕ᄙ⢻ᕈ䈫䈶䇮৻ᐲ䇮⊹⤏䈭䈬䈱⚵
❱䈮ಽൻ䈚䈢⚦⢩䈲䇮ㅢᏱᄙ⢻ᕈ䉕ᄬ䈇䈠䈱⚵❱એᄖ䈱⚦⢩䈮䈲䈭䉏䈭䈇䇯䈚䈎䈚䇮ጊਛ
ᢎ䉌䈲ᄙ⢻ᕈ䉕ᄬ䈦䈢䊍䊃䈱⊹⤏⚦⢩䈮䇮㪋䈧䈱ㆮવሶ䉕ዉ䈚䈩ᄙ⢻ᕈ䉕࿁ᓳ䈘䈞䉎䈖䈫䈮
ᚑഞ䈚䈢䇯
ᓥ᧪䇮ౣ↢කቇ⎇ⓥ䈮䈍䈇䈩䈲㪜㪪⚦⢩䋨⢦ᕈᐙ⚦⢩䋩䈏⍮䉌䉏䈩䈇䈢䈏䇮㪜㪪⚦⢩䈲ੱ䈱↢
䈱⪚⧘䈪䈅䉎ฃ♖⢦䉕Ṍᄬ䈚䈩᮸┙䈘䉏䉎䈢䉄䇮୶ℂ䈱㗴䈏䈅䈦䈢䇯䉁䈢ઁੱ䈱ㆮવ
ᖱႎ䉕䉃⚦⢩䈎䉌⚵❱䉕䉎䈱䈪䇮⒖ᬀ䉕䈚䈢㓙䈮ᜎ⛘ᔕ䈏䈖䉎น⢻ᕈ䉅䈅䈦䈢䇯৻ᣇ䇮
㫀㪧㪪⚦⢩䈲ᖚ⠪䈱⚦⢩䈎䉌᮸┙䈘䉏䉎䈢䉄䇮䈖䉏䉌䈱㗴䉕ㆱ䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䇮ౣ↢ක≮䈱
ታ䈻䈱⽸₂䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䈱䇸ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈶⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴䈱䇸ᚢ⇛
⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ 䉼䊷䊛ဳ⎇ⓥ䋨㪚㪩㪜㪪㪫䋩䇹ਗ䈶䈮ක⮎ၮ⋚⎇ⓥᚲ䈱䇸ஜක≮ಽ㊁䈮䈍
䈔䉎ၮ␆⎇ⓥផㅴᬺ䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮ጊਛિᒎ䋨੩ㇺᄢቇᢎ䋩䉇㜞ᯅ䋨੩ㇺᄢቇഥ
ᢎ䋩䉌䈮䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䈢䇯

ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪈㪈䇮੩ㇺᄢቇ䈱ጊਛિᒎᢎ䉌䈲䇮䊍䊃䈱⊹⤏⚦⢩䈎䉌⚻䊶㛽䊶ౝ⤳䈭䈬᭽䇱
䈭⚦⢩䊶⚵❱䈮ಽൻ䈜䉎⢻ജ䉕ᜬ䈧䇸㫀㪧㪪⚦⢩䋨ੱᎿᄙ⢻ᕈᐙ⚦⢩䋩䇹䈱᮸┙䈮ᚑഞ䈚䈢䇯䈖䉏䈲䇮
ᐔᚑ㪈㪏ᐕ㪏䈮⊒䈘䉏䈢䊙䉡䉴䈪䈱ᚑഞ䈮ᰴ䈓䇮⇇䈪ೋ䉄䈩䈱ᚑᨐ䈪䈅䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃 ╬

䊍䊃iPS⚦⢩䉕᮸┙
䋨induced pluripotent stem cell䋺ੱᎿᄙ⢻ᕈᐙ⚦⢩䋩

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃

**
*

**

**

iP S
ES
ኻᾖ

**

D ays a fter inju ry

*
*

㪉

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ᓟ䇮䉰䊦╬䈱ᄢဳേ‛䈪ᧄᴦ≮ᣇᴺ䈱ోᕈ䋨⣲≌䈱ᒻᚑ╬䋩䊶ലᕈ╬䈮㑐䈚䈩ታ㛎䉕㊀䈰
䇮ലᨐ䈏⏕䈘䉏䉏䈳䇮ㅢ╬䈪⣄㜑䉕៊்䈚䈢ੱ䈱ᴦ≮䈮䉕㐿䈒ᚑᨐ䈫䈚䈩ᵈ⋡䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ἤ Ἒ ᶇᵮ ᵱኬ Ꮨ ဌ ஹ ኬ Ꮨ ử ဇ ẟ Ẻ  ၲ ј ௐ ử И Ờ ề ᚰ ଢ

tr ansplanta tio n

*

ἤ Ἒ ᾔ ᾢ ኬ Ꮨ Ẇ ᶇᵮ ᵱ ኬ Ꮨ ဌ ஹ ᅕ ኺ Э ᬝ ኬ Ꮨ ᆆ ౡ
Ệ ợỦ ἰỸἋᏨ ᭒ͻ ỉ ᢃѣೞ Ꮱࣄ ׅ

⣄㜑៊்䈲䇮⢛㛽䋨⣄ᬁ䋩䈱ਛ䉕䉎ਛᨔ⚻䋨⣄㜑䋩䈏்䈧䈐䇮ᚻ⣉䈭䈬䈱ㆇേ䊶ᗵⷡᯏ⢻
䈏ᄬ䉒䉏䉎∔ᖚ䈪䈅䉍䇮৻ᐲ䈭䈬䈪ਛᨔ⚻䈏ಾᢿ䈘䉏䉎䈫࿁ᓳ䈚䈭䈇䇯䈖䉏䉁䈪䊙䉡䉴
䈱䌩䌐䌓⚦⢩䉕䈦䈩䇮⣄㜑៊்䊙䉡䉴䈱ᴦ≮䈲ᚑഞ䈚䈩䈇䈢䈏䇮䊍䊃䈱⚦⢩䉕⒖ᬀ䈜䉎䈫∉
ᜎ⛘ᔕ䉕ฃ䈔䇮ᴦ≮䈲㔍䈚䈎䈦䈢䇯
ጟ㊁ᩕਯᢎ䉌䈲䇮∉ᯏ⢻䉕ᄬ䈦䈢䊙䉡䉴䋨 㪥㪦㪛㪄㪪㪚㪠㪛䊙䉡䉴䋩䉕↪䈇䈩⣄㜑៊்䈱䊝䊂
䊦䊙䉡䉴䉕ᚑ䈚䇮䊍䊃䌩䌐䌓⚦⢩䈎䉌ಽൻ⺃ዉ䈚䈢⚻ᐙ⚦⢩䋨⚻ᐙ䊶೨㚟⚦⢩䋩䉕⒖ᬀ䈚䈢䇯
⚦⢩⒖ᬀᓟ䋸ㅳ䉁䈪⚻ㆊ䉕ⷰኤ䈚䈢䈫䈖䉐䇮⚦⢩䉕⒖ᬀ䈚䈭䈎䈦䈢䊙䉡䉴⟲䈫Ყ䈼䈩䇮㫀㪧㪪⚦⢩
䉕⒖ᬀ䈚䈢䊙䉡䉴⟲䈪䈲䇮⦟ᅢ䈭ਅ⢇ㆇേᯏ⢻䈱ᡷༀ䈏ᓧ䉌䉏䈢䇯䌩䌐䌓⚦⢩䉕䈦䈢ౣ↢ක≮
䈪䈲䇮⒖ᬀ䈚䈢⚦⢩䈱䈏䉖ൻ䈏⺖㗴䈫䈘䉏䉎䈏䇮⣲≌䈲⊒↢䈚䈩䈇䈭䈇䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮 䇸ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮หᄢቇ䈱ጟ㊁ᩕਯᢎ䉕ਛᔃ䈫
䈚䈢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈏ⴕ䈦䈢䇯

ᐔᚑ䋲䋱ᐕ䋲䇮ᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇᄢቇ㒮කቇ⎇ⓥ⑼ ↢ℂቇᢎቶ䈱ጟ㊁ᩕਯᢎ䈲䇮੩ㇺᄢ
ቇ䉋䉍ଏਈ䉕ฃ䈔䈢䊍䊃䌩䌐䌓⚦⢩䈎䉌ᚑ䈚䈢⚻ᐙ⚦⢩䉕䇮⣄㜑៊்䈱䊝䊂䊦䊙䉡䉴䈮⒖ᬀ
䈚䇮∝⁁䉕ᡷༀ䈘䈞䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䇯䊍䊃䌩䌐䌓⚦⢩䉕䈦䈩ᴦ≮ലᨐ䈏⏕䈘䉏䈢䈱䈲⇇䈪
ೋ䉄䈩䈪䈅䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊍䊃iPS⚦⢩䉕↪䈇䈩䊙䉡䉴⣄㜑៊்䈱∝⁁䉕ᡷༀ

ɦᏃᢃѣೞᏡ

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

㪊

ᓟ䇮ⴊዊ᧼䈱ోᕈ䋨⣲≌䈱ᒻᚑ╬䋩䊶ലᕈ╬䈮㑐䈚䈩ታ㛎䉕㊀䈰䇮䉁䈢ᄢ㊂↢↥䈪䈐䉎ᛛ
ⴚ╬䈏⎇ⓥ㐿⊒䈘䉏䉏䈳䇮ャⴊ䈮㗬䉎䈖䈫䈭䈒䇮⥄ಽ䈱⚦⢩䈎䉌∉ᜎ⛘ᔕ䈱ෂ㒾ᕈ䈏䈭䈇ⴊ
ዊ᧼䉕䈪䈐䉎น⢻ᕈ䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ⴊዊ᧼䈲䇮ⴊᶧ䈮䉁䉏䉎⚦⢩ᚑಽ䈱৻⒳䈪䈅䉍䇮ⴊ▤䈏៊்䈚䈢ᤨ䈮䈠䈱்ญ䉕䈸䈘䈑䇮
ⴊ䉕ᱛ䉄䉎↪䉕ᜬ䈧䇯ⴊዊ᧼䈲䇮䈏䉖ᴦ≮ਛ䈱ᖚ⠪䈱ⴊዊ᧼↢ᚑ䈱ᷫዋ䉕䈉⋡⊛╬䈪
ャⴊ䈘䉏䉎䈏䇮䈲₂ⴊ䈪⾔䉒䉏䇮䈘䉌䈮ലᦼ㑆䈏䋴ᣣ䈫⍴䈒䇮ଏ⛎㊂䈱⏕䈏⺖㗴䈮
䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮ઁੱ䈱ⴊዊ᧼䉕ャⴊ䈜䉎䈫∉ᜎ⛘ᔕ䈏䈐䉎႐ว䉅䈅䉍䇮ᖚ⠪↱᧪䈱䌩
䌐䌓⚦⢩䈎䉌䈱ⴊዊ᧼䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䈢䇯
ਛౝశᢎ䉌䈲䇮䊍䊃䌩䌐䌓⚦⢩䉕Ⴧᱺ䉕ഥ䈔䉎⚦⢩䈫䈫䉅䈮䋱䋴ᣣ㑆ၭ㙃䈚䇮ⴼ⁁䈱᭴ㅧ‛
䋨㫀㪧㪪㪄㫊㪸㪺䋩䉕↢ᚑ䇮䈠䈱ਛ䈮ⴊᶧ䈱ᚑಽ䈱ర䈮䈭䉎ㅧⴊ೨㚟⚦⢩䈏ሽ䈜䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈢䇯
䈘䉌䈮䇮ㅧⴊ೨㚟⚦⢩䈻ಽൻ⺃ዉ䉕ଦ䈜䉺䊮䊌䉪⾰䉕ട䈋䇮䋲䋴ᣣ⋡䈮ⴊዊ᧼䉕䉖䈣Ꮒᩭ
䈫䈇䈉ⴊᶧ⚦⢩䉕䈚䈢䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮 䇸ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮ห⎇ⓥᚲ䈱ਛౝ శᢎ䉕ਛ
ᔃ䈫䈚䈢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈏ⴕ䈦䈢䇯

ᐔᚑ䋲䋱ᐕ䋳䇮᧲੩ᄢቇක⑼ቇ⎇ⓥᚲ ᐙ⚦⢩ᴦ≮⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷 ᐙ⚦⢩ᴦ≮ㇱ㐷䈱ਛౝ
శᢎ䉌䈱⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮䊍䊃㫀㪧㪪⚦⢩䈎䉌ⴊ䉕ᱛ䉄䉎䈐䈱䈅䉎ⴊዊ᧼䈱䈮ᚑഞ䈚
䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊍䊃iPS⚦⢩䈎䉌ⴊ䉕ᱛ䉄䉎䈐䈱䈅䉎ⴊዊ᧼䈱䈮
ᚑഞ

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃

㪋

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䈖䈱⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮⚵❱䉕↪䈇䈢ᰴઍ䈱ౣ↢ක≮䉇ഃ⮎⎇ⓥ䈭䈬䈮⽸₂䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䉁䈢䇮⹜㛎▤ౝ䈪䈱⚻⚵❱䈱⥄Ꮖ⚵❱ൻ䉕䉌䈎䈮䈚䈢ὐ䈪䉅ᄢ䈐䈭ᗧ⟵䈏䈅䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮䈖䉏䉁䈪䊙䉡䉴䈍䉋䈶䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈎䉌ᄙ᭽䈭ਛᨔ⚻♽䈱⚻⚦⢩䈭䈬䉕
⹜㛎▤ౝ䈪ಽൻ䈘䈞䉎⎇ⓥ䈚䈩䈐䈢䇯䈚䈎䈚䇮䈖䉏䉁䈪䈱⎇ⓥ䈪䈲䇮䇱䈱⚻⚦⢩䈱ಽൻ䉕
ᓮ䈜䉎䈖䈫䈏ਥ䈪䇮ᄙ䈒䈱⚻⚦⢩䈭䈬䈏ᢛὼ䈫㓸ว䈚䈩ᯏ⢻䈜䉎䇸⚻⚵❱䇹䈱ᒻᚑ䈲࿎
㔍䈪䈅䈦䈢䇯
࿁䇮⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮㪜㪪⚦⢩䈎䉌䈱ᄢ⣖ಽൻ䈱䈢䉄䈱ήⴊᷡᶋㆆၭ㙃ᴺ䉕ᡷ⦟䈚
䋨㪪㪝㪜㪙㫈ᴺ䋩䇮ᓥ᧪䈱એ䈫䈭䉎㪎㪇㩼䈱ല₸䈪ᄢ⣖⊹⾰೨㚟⚦⢩䈱ಽൻ⺃ዉ䉕น⢻䈫䈚䈢䇯䈖
䈱ᄢ⣖⊹⾰೨㚟⚦⢩䉕┙⊛䈮ᶋㆆၭ㙃䈚⛯䈔䇮ᄢ⣖⊹⾰䈮․䈱ጀ᭴ㅧ䉕ᜬ䈦䈢┙⚵
❱䈱ᒻᚑ䈮ᚑഞ䈚䈢䇯․䈮䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈎䉌ಽൻ䈘䈞䈢䉅䈱䈪䈲䇮䊍䊃⢝ఽ䈱ᄢ⣖⊹⾰䈫䉋䈒ૃ䈢
㪋ጀ䈱⚵❱᭴ㅧ䋨ᚑੱ䈱⊹⾰䈲㪍ጀ䋩䉕䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢䇯䉁䈢䇮䈖䈱ᣇᴺ䈪ᒻᚑ䈚䈢ᄢ⣖⊹
⾰⚵❱䈲䇮৻ቯ䈱⚻䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕ᒻᚑ䈚䇮ᄢ⣖䈮․䈱หᦼ䈚䈢⚻ᵴേ䉕⥄⊒⊛䈮ⴕ䈉
䈖䈫䈎䉌䇮⺃ዉ䈚䈢ᄢ⣖⊹⾰⚵❱䈏↢⚵❱䈮ૃ䈢⚻ᵴേ䈱৻ㇱ䉕␜䈜䈖䈫䉅ಽ䈎䈦䈢䇯䈘
䉌䈮䇮⇣䈭䈦䈢⺃ዉ࿃ሶ䉕ട䈋䉎䈖䈫䈪䇮ᄢ⣖⊹⾰䈱ਛ䈪䉅ㆇേ㊁ㄝ䈱㗔ၞ䇮ⷞⷡ㊁ㄝ䈱
㗔ၞ䇮༦ⷡ䈱ਛ⛮䉕䈜䉎༦⣖䇮⸥ᙘ䉕䈧䈎䈘䈬䉎ᶏ㚍ㄝ㗔ၞ䈱㪋䈧䈱․ᓽ䉕ᜬ䈦䈢⚻⚵❱
䉕䇮ㆬᛯ⊛䈮ಽൻ⺃ዉ䈜䉎䈖䈫䈮䉅ᚑഞ䈚䈢䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮 䇸ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮⊒↢䊶ౣ↢⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮
䉺䊷⚦⢩ಽൻ䊶ེቭ⊒↢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈱╣⧐᮸䉫䊦䊷䊒䊂䉞䊧䉪䉺䊷䇮᳗ᭉరᰴ⎇ⓥຬ䉕ਛ
ᔃ䈫䈚䈢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈏ⴕ䈦䈢䇯

ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋱䋱䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䈲䇮䊙䉡䉴䈍䉋䈶䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈎䉌⣖䈱㜞ᰴᯏ
⢻䉕䈧䈎䈘䈬䉎ᄢ⣖⊹⾰⚵❱䉕䇮↢䈮ㄭ䈇┙᭴ㅧ䈪↥↢䈚䇮․䈱⚻ᵴേ䈱৻ㇱ䉕ౣ
䈜䉎䈖䈫䈮⇇䈪ೋ䉄䈩ᚑഞ䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ES⚦⢩䈎䉌ጀ᭴ㅧ䉕ᜬ䈦䈢ᄢ⣖⊹⾰⚵❱䈱ಽൻ⺃ዉ䈮ᚑഞ

ℂൻቇ⎇ⓥᚲㆇ༡⾌ઃ㊄ᬺ

ℂൻቇ⎇ⓥᚲㆇ༡⾌ઃ㊄ᬺ

㪌

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

㪍

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

ᓟ䇮䊇䉺䉡䊅䉩䈱⊒↢䈱ㆊ⒟䉕䈘䉌䈮⚦䈮⸃ᨆ䈚䇮ห䈛ญ㘃䈪䈅䉎䊟䉿䊜䉡䊅䉩䉇䇮䊍
䊃䉕䈲䈛䉄䈠䈱ઁ䈱⣄ᬁേ‛䈫Ყセ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⣄ᬁേ‛䈱ㅴൻㆊ⒟䈱⸃䉇ㅴൻ⊛䈮
㊀ⷐ䈭ㆮવሶ䈱․ቯ䈮䈧䈭䈏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䉁䈢䇮ᚑ䈱䊇䉺䉡䊅䉩䈲㖧࿖䉕ਛᔃ䈮㘩↪䈘䉏䈩䈍䉍䇮ㄭᐕ䈠䈱Ṫ₪㊂䈏ᷫዋ䈚䈩䈇䉎䈖
䈫䈎䉌䇮㙃ᱺᛛⴚ㐿⊒䈻䈱ᦼᓙ䈏㜞䉁䈦䈩䈇䉎䇯
࿁䈱ᚑᨐ䈮䈲ቇⴚ⊛䈭ଔ୯䈫䈫䉅䈮䇮↥ᬺ䈻䈱⽸₂䈱น⢻ᕈ䉅䈜䈖䈫䈮䉅䈭䈦䈢䇯

ᩭዊ䈱᭴ᚑ࿃ሶ䉇ᯏ⢻䈲䉁䈣䈾䈫䉖䈬ಽ䈎䈦䈩䈇䈭䈇䈢䉄䇮䈖䉏䉌䉕৻䈧䈵䈫䈧䉌䈎䈮
䈚䈩䈇䈒䈖䈫䈪ో⢻ᕈ₪ᓧᯏᐨ䈱⸃䈮❬䈏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䉁䈢ో⢻ᕈ₪ᓧ䈱䊜䉦䊆䉵䊛䈏⸃䈘䉏䉎䈖䈫䈪䇮කቇಽ㊁䈪ㅴ䉃㪜㪪⚦⢩䈎䉌䈱ෆሶ䈱
䇮䉥䊷䉻䊷䊜䉟䊄ක≮䉕⋡ᜰ䈚䈢䉪䊨䊷䊮㪜㪪⚦⢩䈱䈫䈇䈦䈢⎇ⓥ䈮ኻ䈚䈩䇮ᄢ䈭ㅴዷ
䈮ነਈ䈜䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ታ㛎ቶ䈪㘺⢒䈘䉏䈢䊇䉺䉡䊅䉩䋨ᚑ䋩

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䊇䉺䉡䊅䉩䈱⢦

䊇䉺䉡䊅䉩䈲↢ሽ䈏⏕䈘䉏䈩䈇䉎ญ㘃䈱৻⒳䈪䈅䉍䇮⣄ᬁേ‛䈱Ḯ䈫䈠䈱ᓟ䈱
ㅴൻ䈱ㆊ⒟䉕䉌䈎䈮䈜䉎䈢䉄䈮ቇⴚ⊛䈮㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈭⟎䈨䈔䈮䈅䉎䇯䈚䈎䈚䇮䊇䉺䉡䊅䉩
䈲↢ᘒ䈏䉋䈒⍮䉌䉏䈩䈇䈭䈇䈢䉄䈮䈖䉏䉁䈪⎇ⓥ䈏චಽ䈮ⴕ䉒䉏䈩䈇䈭䈎䈦䈢䇯
࿁䇮ੱᎿ㘺⢒ⅣႺਅ䈪䊇䉺䉡䊅䉩䉕⊒↢䈘䈞䉎䈖䈫䈮⇇䈪ೋ䉄䈩ᚑഞ䈚䇮ᓧ䉌䉏䈢⢦䈱
⊒↢ㆊ⒟䈮䈧䈇䈩⚵❱䈍䉋䈶ㆮવሶ䊧䊔䊦䈪䈱ⷰኤ䉕ⴕ䈦䈢䇯䈫䉍䉒䈔⣄ᬁേ‛䈮․ᓽ⊛䈭
⚻ႇ⚦⢩䈱ᒻᚑㆊ⒟䉕⚦䈮ⷰኤ䈚䈢䈫䈖䉐䇮ේᆎ⊛䈭ᄖ䈱䊇䉺䉡䊅䉩㘃䈮䉅䇮ᚒ䇱ੱ㑆
䉕䉄䈢ઁ䈱⣄ᬁേ‛䈫䈾䈿ห᭽䈱⚻ႇ⚦⢩䈱ሽ䈏⏕䈪䈐䈢䇯䈖䈱ᚑᨐ䈲䇮⣄ᬁേ‛
䈱ೋᦼㅴൻㆊ⒟䉕ℂ⸃䈜䉎䈢䉄䈮㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮⣄ᬁേ‛䈱䉕ᒻ䉎䈢䉄䈱ၮᧄ⊛䈭⚵䉂
䈏㕖Ᏹ䈮ฎ䈇Ḯ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䈖䈫䈮䈭䉎䇯
䋨㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼䇮ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪊䋩

ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪊䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⊒↢䊶ౣ↢⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ᒻᘒㅴൻ⎇ⓥ
䉫䊦䊷䊒䋨ୖ⼱ṑ䉫䊦䊷䊒䊂䉞䊧䉪䉺䊷䍂ᄥ↰ ᱄⎇ⓥຬ䍂Ꮏᭉ ᮸ᵗ⎇ⓥຬ䉌䋩䈲䇮⇇䈪ೋ䉄
䈩䊇䉺䉡䊅䉩䉕ੱᎿ㘺⢒䈚䇮ෆ䉕↥䉁䈞䈩䇮⢦⊒↢䉕ⴕ䉒䈞䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䇯䈖䈱⢦䉕䈦䈢
⸃ᨆ䈪䇮⣄ᬁേ‛䈮․ᓽ⊛䈭䇸⚻ႇ⚦⢩䇹䉕⏕䈚䈢䈖䈫䈮䉋䉍䇮⻘䈣䉌䈔䈣䈦䈢䊇䉺䉡䊅䉩
䈏䇮䊍䊃䉕䉄䈢㗶ญ㘃䉇ญ㘃䈱䊟䉿䊜䉡䊅䉩㘃䈫ห䈛䉋䈉䈭⊒↢䊒䊨䉫䊤䊛䉕䈋䈩䈇䉎䈖
䈫䉕䉌䈎䈮䈚䇮”䊇䉺䉡䊅䉩䈲⣄ᬁേ‛䈪䈲䈭䈇“䈫䈇䈉⺑䈮ኻ䈚䈩䉅䇮⌕䉕䈧䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ੱᎿ㘺⢒ⅣႺਅ䈪䈱䊇䉺䉡䊅䉩⢦䈱⊒↢䈫ⷰኤ䈮ᚑഞ
䋭⣄ᬁേ‛䈱ㅴൻ䈍䉋䈶Ḯ䈱⸃䈮ᄢ䈐䈭䊍䊮䊃䋭

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ෆᲣ⚦⢩䈎䉌ᩭዊ䉕㒰䈜䉎᭽ሶ

ᩭዊ䈲䉺䊮䊌䉪⾰䉕วᚑ䈜䉎⚦⢩ౝዊེቭ䇮䊥䊗䉸䊷䊛䉕᭴▽䈜䉎႐䈣䈏䇮ᚑᾫ䈚䈢ෆᲣ
⚦⢩䉇ෆሶ䈪䈲䊥䊗䉸䊷䊛㪩㪥㪘䋨䊥䊗䉸䊷䊛䈱᭴ᚑᚑಽ䋩䈱วᚑ䈲ో䈒䈖䉌䈭䈇䈢䉄䇮䈖䉏䉌
䈱⚦⢩䈮䉌䉏䉎ᩭዊ䈲Ⓧᭂ⊛䈭ᯏ⢻䉕ᜬ䈢䈭䈇䈱䈪䈲䇮䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈐䈢䇯
࿁䇮ㄭᐕ⊒㆐䈏⪺䈚䈇䊙䉟䉪䊨䊙䊆䊏䊠䊧䊷䉲䊢䊮䈫䈳䉏䉎㗼ᓸᠲᛛⴚ䉕㚟䈚䇮ູ
㘃䈱ෆᲣ⚦⢩䈎䉌ᩭዊ䈱䉂䉕៰䈜䉎ᣇᴺ䉕㐿⊒䈚䇮䈖䈱ᚻᴺ䉕↪䈇䈩䇮䊑䉺䉇䊙䉡䉴䈎䉌
ណข䈚䈢ෆᲣ⚦⢩䉕↪䈇䇮ᩭዊ䈱䉂䉕ข䉍㒰䈇䈢㓙䈮䈏䈐䉎䈱䈎䉕⚦䈮ㅊ䈦䈢䇯
䈠䈱⚿ᨐ䇮䈖䉏䉁䈪ᯏ⢻䉕䉅䈢䈭䈇䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈐䈢
ෆᲣ⚦⢩䈱ᩭዊ䈏䇮ฃ♖ෆ䈱ో⢻ᕈ䈱₪ᓧ䈫ᱜᏱ
䈭ೋᦼ⊒↢䈱ㅴⴕ䈫䈇䈉䇮ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈭䉴䊁䉾䊒䈮ነ
ਈ䈚䈩䈇䈢䈖䉕⊒䈚䈢䇯
䉁䈢䇮ฃ♖ෆ䈮ሽ䈜䉎ᩭዊ䈏ෆሶ䈱䉂䈮↱᧪
䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏␜䈘䉏䇮 ⷫ䈎䉌䉅䈢䉌䈘䉏䉎⚦⢩ౝ
᭴ㅧ䈫䈚䈩䇮㪈㪐㪎㪋ᐕ䈱䊚䊃䉮䊮䊄䊥䉝䋨ෆሶ↱᧪䋩䇮
㪈㪐㪎㪍ᐕ䈱ਛᔃዊ䋨♖ሶ↱᧪䋩䈮⛮䈓䇮ᱧผ⊛ଔ୯
䈱㜞䈇⊒䈫䈭䈦䈢䇯
䋨㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼䇮ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪈䋩

ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪉䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⊒↢䊶ౣ↢⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ູ㘃↢ᱺ⚦
⢩⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨ᢪ⮮ㅢ♿䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䇮ᄢਠ⚛㓷ሶ⎇ⓥຬ䉌䋩䈲䇮࿖┙ᄢቇᴺੱᚭᄢቇ䇮
䉼䉢䉮࿖ 㪠㫅㫊㫋㫀㫋㫌㫋㪼㩷㫆㪽㩷㪘㫅㫀㫄㪸㫃㩷㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼䈭䈬䈫䈱ห䈪䇮ෆᲣ⚦⢩䈱ᩭዊ䈏䇮ో⢻ᕈ䉕䉅䈧
ฃ♖ෆ䈱᭴▽䉇ೋᦼ⢦⊒↢䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯䉁䈢䇮ฃ♖ෆ䈮䉌䉏䉎ᩭዊ
䈲ෆሶ䈱䉂䈮䉋䈦䈩ଏ⛎䈘䉏䉎Უᕈ࿃ሶ䈪䈅䉎䈖䈫䉅␜䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

Უᕈᩭዊ䈏ູ㘃䈱ೋᦼ⊒↢䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䈖䈫䉕⸃

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃 ╬

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃 ╬

㪎

㪏

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

࿁㐿⊒䈚䈢ᚻᴺ䉕ၮ⋚䈮䈚䈩䇮ᓟ䇮䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈱කቇ↪䈱ታൻ䈮ะ䈔䈢㐿⊒䈏䈘䉌䈮
ടㅦ䈘䉏䈩䈇䈒䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯ౕ⊛䈮䈲䇮⥃ᐥᔕ↪䈮䈋䉎䉋䉍㜞䈇ຠ⾰䈱䊍䊃㪜㪪⚦⢩䉕
ᄢ㊂䈮ၭ㙃䈜䉎䊒䊨䉶䉴ᛛⴚ㐿⊒䈭䈬䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯
䉁䈢࿁↥↢䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䊍䊃↱᧪䈱ᄢ⣖⚻⚦⢩䉕↪䈇䈩䇮⣖᪪Ⴇ䉇䊊䊮䉼䊮䊃䊮∛䈻䈱
⚦⢩ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒䉇䇮䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷∛䈭䈬䈻䈱ᣂ⮎䈱㐿⊒⎇ⓥ䉕ᡰេ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉎䇯
ၮ␆⎇ⓥ㕙䈪䈲䇮䈭䈟䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈣䈔䈏㜞㗫ᐲ䈮⚦⢩ᱫ䉕䈖䈜䈱䈎䇮䈭䈟䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈪䈲
৻⥸⊛䈭⚦⢩ᱫ࿃ሶ䈫䈲⇣䈭䉎㪩㪦㪚㪢䈏ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎䈱䈎䈭䈬䈱⸃䉅ㅴ䉃䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᧄ⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䈮䉋䉍䇮䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈎䉌ಽൻ䈘䈞䈢✂⤑⚦⢩䈏⢝ఽ✂⤑䈮ઍ䉒䉎⒖ᬀ⚦⢩Ḯ
䈫䈚䈩ᵴ↪䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉍䇮䈖䉏䉁䈪䈱✂⤑⒖ᬀ䈱ᩮᧄ⊛䈭㗴䉕⸃䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐
䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
ᓟ䇮䈖䈱ᣇᴺ䈎䉌ᓧ䉌䉏䉎ⷞ⚦⢩䉕䇮䊍䊃䈱∔ᖚᴦ≮䈮ᵴ䈎䈜䈢䉄䈮䈲䇮䊝䊂䊦േ‛䉕
䈦䈩䈠䈱ⷞᯏ⢻䉕⊛⏕䈮⹏ଔ䈜䉎ᣇᴺ䈱㐿⊒䉇䇮ലᕈ䉇ోᕈ䈭䈬䉕⚦䈮⺞䈼䉎䈖䈫
䈏ਇนᰳ䈫䈭䉎䈢䉄䇮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈪䈲䇮ᒁ䈐⛯䈐䈖䉏䉌䈱㗴䈱⸃䈮ข䉍⚵䉖䈪䈇䉎䇯

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ROCK㒖ኂᷝട䈮䉋䉎䊍䊃ES⚦
⢩↢ሽ₸䈱⊛䈭䋺
ಽᢔᬀ䈋⛮䈑ᓟ䇮ROCK㒖ኂ
ή䈚䈪䈲⚂99䋦䈱⚦⢩䈏ᱫṌ䈜
䉎䋨Ꮐ䋩䈱䈮ኻ䈚䇮ROCK㒖ኂ䉕
ၭ㙃ᶧ䈮ᷝട䈜䉎䈫䇮⚦⢩ᱫ䈲ᒝ
䈒ᛥ䈘䉏䇮න৻⚦⢩↱᧪䈱䉮䊨
䊆䊷䈏ᄙᢙ↢䈛䈢䋨ฝ䋩䇯

䈖䉏䉁䈪䇮䊙䉡䉴↱᧪䈱ES⚦⢩䈮Ყ䈼䇮䊍䊃ES⚦⢩䈱ၭ㙃䈮䈲㜞ᐲ䈭ᛛⴚ⊛⺖㗴䉕䈇䇮
䈠䉏䈏⎇ⓥ㐿⊒䉕ㆃ䉌䈞䉎ⷐ࿃䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯․䈮䇮䊍䊃ES⚦⢩䈲䇮ၭ㙃ㆊ⒟䈪ᔅⷐ䈭᭽䇱䈭
ᠲ䉕ⴕ䈉䈫ኈᤃ䈮⚦⢩ᱫ䉕䈖䈚䇮⚦⢩ᢙ䉕⪺䈚䈒៊䈭䈉䈖䈫䈲䇮ᧂ⸃䈱ᛛⴚ⊛䈭㓚ო䈫
䈭䈦䈩䈇䈢䇯
࿁䇮䊍䊃ES⚦⢩䉕1䈧䈝䈧䊋䊤䊋䊤䈮䈚䈩䈎䉌ၭ㙃䈜䉎㓙䈮ᔅ䈝䈖䉎⚦⢩ᱫ䈱ᒁ䈐㊄䈏䇮
Rho 䉨䊅䊷䉷䋨ROCK䋩䈫䈇䈉⚦⢩ౝ䈱䊥䊮㉄ൻ㉂⚛䈱ᵴᕈൻ䈮䉋䉎䈖䈫䉕⊒䈚䇮䈠䈱䈐䉕
㒖ኂ䈜䉎䈫⚦⢩ᱫ䈏ᛥ䈪䈐䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯
䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈲䉴䊃䊧䉴䈮㕖Ᏹ䈮ᒙ䈒䇮䈠䈱ၭ㙃ㆊ⒟䈪ኈᤃ䈮⚦⢩ᱫ䉕䈜䈢䉄䇮⚦⢩ᢙ䈏⪺
䈚䈒៊䈭䉒䉏䉎䈫䈇䈉ታ↪㕙䈪䈱ᩮᧄ⊛㗴䉕ᛴ䈋䈩䈇䈢䈏䇮䈖䈱⊒䈮䉋䉍䇮䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈱ᄢ
㊂ၭ㙃䈻䈱䈏ᜏ䈎䉏䈢䇯
䈘䉌䈮䇮䈖䉏䉁䈪㔍䈚䈎䈦䈢䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈻䈱ㆮવሶዉ䉇䇮ಽᢔᶋㆆၭ㙃䈮䉋䉎ᄢ⣖⚦⢩ಽ
ൻ䈏น⢻䈮䈭䉎䈭䈬䇮ⶄᢙ䈱ᛛⴚ⊛䊑䊧䉟䉪䉴䊦䊷䉕䉅䈢䉌䈜䈫䈫䉅䈮䇮䊍䊃㪜㪪⚦⢩䈎䉌ᄢ⣖⊹
⾰⚦⢩䉕㜞ല₸䈮↥↢䈜䉎䈖䈫䈮䉅ᚑഞ䈚䈢䇯
䋨㪥㪸㫋㫌㫉㪼㩷㪙㫀㫆㫋㪼㪺㪿㫅㫆㫃㫆㪾㫐䇮ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪌䋩

ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪌䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⚦⢩ಽൻ䊶ེቭ⊒↢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䋨╣⧐᮸䉫
䊦䊷䊒䊂䉞䊧䉪䉺䊷䇮ᷰㄝᲞ৻⎇ⓥຬ䉌䋩䈲䇮࿖┙㐳ኼක≮䉶䊮䉺䊷∛㒮䉌䈫䈱ห⎇ⓥ䈪䇮䊍
䊃㪜㪪⚦⢩䈱ၭ㙃ല₸䉕䇮◲න䈭⮎ಣℂ䉕ⴕ䈉䈖䈫䈪㘧べ⊛䈮ะ䈘䈞䉎ၭ㙃ᴺ䉕⇇䈮వ
㚟䈔䈩㐿⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊍䊃ES⚦⢩䈱↹ᦼ⊛ၭ㙃ᴺ㐿⊒
䋭ᄢ㊂ၭ㙃䉇ᄢ⣖⚻⚦⢩↥↢䈏น⢻䈮䋭

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䊍䊃ES⚦⢩䈎䉌ಽൻ䈚䈢ⷞ⚦⢩

ⷞ⚦⢩䉇✂⤑⦡⚛⊹⚦⢩䈱ᄌᕈ䈲䇮ᄙ䈒䈱✂⤑∔ᖚ䉇ᄬ䈱ේ࿃䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌䈮
ኻ䈜䉎ᴦ≮䈱น⢻ᕈ䈫䈚䈩䇮ᄌᕈ✂⤑䈮ⷞ⚦⢩䉕⒖ᬀ䈜䉎✂⤑ౣ↢䈏ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮
ᚻ࿎㔍䈭⢝ఽ✂⤑䉕䈉䈢䉄䇮⢝ఽ✂⤑䈮ઍ䉒䉎⒖ᬀ⚦⢩Ḯ䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䈢䇯䈠䈖䈪⎇ⓥ
䉫䊦䊷䊒䈲䇮⹜㛎▤ౝ䈪ၭ㙃䈚ᄢ㊂䈮Ⴧ䉇䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎ES⚦⢩䈎䉌䇮ⷞ⚦⢩䉇✂⤑⦡⚛
⊹⚦⢩䉕ಽൻ⺃ዉ䈚䇮⒖ᬀ⚦⢩Ḯ䈫䈜䉎ᣇᴺ䈱⏕┙䉕⹜䉂䈢䇯䈖䉏䉁䈪䈮䊙䉡䉴䈱ES⚦⢩䈎
䉌✂⤑೨㚟⚦⢩䈻ಽൻ䈜䉎ᣇᴺ䈲䉌䈎䈮䈭䈦䈩䈇䈢䈏䇮ᣢ⍮䈱ᚑಽ䈣䈔䈪⹜㛎▤ౝ䈪ⷞ⚦
⢩䉕ᓧ䉌䉏䈭䈇䈫䈇䈉㗴䉕ᩮᧄ⊛䈮⸃䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈝䈮䈇䈢䇯․䈮䇮䊍䊃䈮ᔕ↪䈜䉎䈖䈫
䉕⠨䈋䈢႐ว䇮ᗵᨴ䉇ᜎ⛘ᔕ䈭䈬䈱ේ࿃䈱น⢻ᕈ䈏䈅䉎ⴊᷡ䉇⚵❱䉕↪䈇䈭䈇ಽൻ⺃ዉ
ᣇᴺ䈱㐿⊒䈏᳞䉄䉌䉏䈩䈇䈢䇯
࿁䇮⢝ఽ✂⤑ਛ䈮䉁䉏䉎ಽൻ⺃ዉ࿃ሶ䈮⌕⋡䈚䇮
ⷞ⚦⢩䉕⺃ዉ䈜䉎࿃ሶ䉕ត⚝䈚䈢⚿ᨐ䇮䊍䊃ES⚦⢩䈎䉌
ᣢ⍮⚵ᚑ䈱ၭ㙃᧦ઙ䈪᧓䋨䈎䉖䈢䈇䋩ⷞ⚦⢩䉇㍙
䋨䈜䈇䈢䈇䋩ⷞ⚦⢩䈎䉌䈭䉎ⷞ⚦⢩䉕ᄢ㊂䈮ᓧ䉎ᚻᴺ䉕
⏕┙䈚䇮หᤨ䈮䇮䊍䊃ES⚦⢩䈎䉌✂⤑⦡⚛⊹⚦⢩䉕
ಽൻ⺃ዉ䈜䉎䈖䈫䈮䉅ᚑഞ䈚䈢䇯
䋨㪥㪸㫋㫌㫉㪼㩷㪙㫀㫆㫋㪼㪺㪿㫅㫆㫃㫆㪾㫐䇮ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪉䋩

ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪉䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⊒↢䊶ౣ↢⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱✂⤑ౣ↢ක
≮⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨㜞ᯅઍ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䇮ዊဈ↰ᢥ㓉⎇ⓥຬ䇮ᳰ↰⪇ሶቴຬᛛᏧ䉌䋩䈫⚦⢩ಽ
ൻ䊶ེቭ⊒↢⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䋨╣⧐᮸䉫䊦䊷䊒䊂䉞䊧䉪䉺䊷䉌䋩䈲䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ੩ㇺᄢቇ䈫
ห䈪䇮శ䉕ᗵ䈛䉎⚻⚦⢩䈪䈅䉎䇸ⷞ⚦⢩䇹䉕䊍䊃ES⚦⢩䈎䉌20䌾30䋦䈫䈇䈉㜞ല₸䈪ಽൻ䈘䈞
䉎䈖䈫䈮䇮⇇䈪ೋ䉄䈩ᚑഞ䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊍䊃ES⚦⢩䈎䉌ⷞ⚦⢩䈻
䋭ᣢ⍮䈱࿃ሶ䈱䉂䉕↪䈇䈢ಽൻ⺃ዉ䈮⇇䈪ೋ䉄䈩ᚑഞ䋭

⚦⢩㑆ធ⌕ⵝ⟎䋨ᮨᑼ࿑䋩

ᓸዊ▤䋨✛䋩䈱వ┵䈮ዪ䈜䉎 Nezha䋨⿒䋩

㪐

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ
ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

⚦⢩ᒻᘒ䉇⚦⢩㑆ធ⌕䈱ቯᕈ䈲䇮䈏䉖⚦⢩䈱⇣Ᏹ䈭Ⴧᱺ䉇ᶐẢ䈮ᷓ䈒㑐ਈ䈜䉎䈖䈫䈏⍮䉌
䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮ᓟ䇮䈏䉖⚦⢩䈱Ⴧᱺ䊶ᶐẢ䈮㑐䈜䉎ᓮᯏ᭴䈱⸃䈮䈘䉌䈭䉎ዷ㐿䈏䉂䉌䉏
䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䉁䈢䇮䈖䈱ಽ㊁䈱⎇ⓥ䈏⋓䉖䈮ታᣉ䈘䉏䇮ᚑᨐ䈏⫾Ⓧ䈘䉏䉎䈖䈫䈪䇮䈏䉖⚦⢩䈱Ⴧᱺ䊶ᶐẢේ
ℂ䈱ℂ⸃䈮ၮ䈨䈒ᣂ䈢䈭ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒䈫䈇䈦䈢කቇᔕ↪䈻䈱⽸₂䉅ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

⚦
⢩
ౝ

⚦
⢩
ౝ
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㔍ᴦᕈ∔ᖚ䈮ኻ䈜䉎⚦⢩⒖ᬀᴦ≮䈻ᔕ↪䈜䉎㓙䈱ోᕈะ䈮䈧䈭䈏䉎䉅䈱䈫ᦼᓙ䈘䉏䉁䈜䇯
ᵈ䋩䊒䊤䉴䊚䊄䋺⚦⢩⾰ౝ䈮ሽ䈜䉎DNAಽሶ䈱৻⒳䇯৻⥸⊛䈮Ⅳ⁁䈱᭴ㅧ䉕ᜬ䈧䇯

ᐔᚑ20ᐕ10䇮੩ㇺᄢቇ ‛⾰-⚦⢩⛔ว䉲䉴䊁䊛ὐiPS⚦⢩⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷/ౣ↢ක⑼ቇ⎇
ⓥᚲ䈱ጊਛિᒎᢎ䉌䈱⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮䉡䉟䊦䉴䊔䉪䉺䊷䉕↪䈇䈝䈮ੱᎿᄙ⢻ᕈᐙ⚦⢩䋨䌩
䌐䌓⚦⢩䋩䉕᮸┙䈜䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䉁䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ

䉡䉟䊦䉴䉕↪䈇䈝䈮ੱᎿᄙ⢻ᕈᐙ⚦⢩䋨iPS⚦⢩䋩᮸┙䈮ᚑഞ

ౣ↢ක≮䈱ታൻ䊒䊨䉳䉢䉪䊃 ╬

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

㪈㪈

iPS⚦⢩䈫䈏䉖⎇ⓥ䈱ធὐ䉕ឭ␜䈜䉎䈱䉂䈭䉌䈝䇮p53ㆮવሶ䈱ലᨐ⊛䈭⊒ᓮ䈮䉋䉍䇮
᭽䇱䈭ᖚ⠪䈎䉌䉋䉍⏕ታ䈮iPS⚦⢩䉕᮸┙䈜䉎ᛛⴚ㐿⊒䈮ነਈ䈚䇮ౣ↢ක≮䈱ታ䈮ะ䈔䈩ᄢ䈐
䈭೨ㅴ䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

a.⎇ⓥ⚿ᨐ䋨䋴䋩䈪䇮䊙䉡䉴䈫䊍䊃䈮ㅢ䈪䇮⊒Ⴧട䈚䈢ㆮવሶ4 䇮⊒ᷫዋ䈚䈢ㆮવሶ7 䉕4 ࿃ሶ䈫
৻✜䈮HDF 䈮ዉ䈚䇮24 ᣣᓟ䈮⏕䈪䈐䈢iPS ⚦⢩ᩣ䈱ᢙ䇯
b.ห᭽䈮䇮䊙䉡䉴䈫䊍䊃䈮ㅢ䈪䇮⊒Ⴧട䈚䈢ㆮવሶ4 䇮⊒ᷫዋ䈚䈢ㆮવሶ7 䉕4 ࿃ሶ䈫p53shRNA 䈫৻✜
䈮HDF 䈮ዉ䈚䇮28 ᣣᓟ䈮⏕䈪䈐䈢iPS ⚦⢩ᩣ䈱ᢙ䇯

䊙䉡䉴䈍䉋䈶䊍䊃䈱⚦⢩䈮4 ࿃ሶ䋨Oct3/4, Klf4, Sox2, c-Myc䋩䈱䊧䊃䊨䉡䉟䊦䉴䉕ዉ䈜䉎
႐ว䇮1%ᧂḩ䈚䈎iPS ⚦⢩䈮䈭䉌䈝䇮iPS ⚦⢩᮸┙ല₸䈱ૐ䈘䈲⺖㗴䈪䈅䈦䈢䇯ጊਛᢎ䉌䈲
䈏䉖ᛥㆮવሶp53䈏䇮 iPS ⚦⢩䈱ᤨ䈮ᵴ⊒䈮䈒䈖䈫䈮ᵈ⋡䈚䇮䈏䉖ൻ䈱䈍䈠䉏䈱䈅䉎
⚦⢩䈱Ⴧᱺ䉕ᱛ䉄䈢䉍䇮⚦⢩ᱫ䈮ዉ䈇䈢䉍䈜䉎p53䈏䈎䈭䈇䉋䈉䈮䈚䈢⊹⤏⚦⢩䈎䉌iPS ⚦⢩
䉕䈚䈢䇯
p53䈱⊒ᛥ䈪䊧䊃䊨䉡䉟䊦䉴䉕↪䈇䈢䊍䊃iPS⚦⢩䇮䊒䊤䉴䊚䊄䉕↪䈇䈢䊙䉡䉴iPS⚦⢩䈱᮸
┙ല₸䈏䈫䉅䈮ᡷༀ䈚䇮䈘䉌䈮䇮p53ㆮવሶ䉕ᰳ៊䈘䈞䈢႐ว䈲䇮⚳ᧃಽൻ䈚䈢䌔䊥䊮䊌䋨T⚦
⢩䋩䈎䉌䉅䊙䉡䉴iPS⚦⢩䉕᮸┙䈚䈢䇯✂⟜⊛ㆮવሶ⊒⸃ᨆ䋨䊙䉟䉪䊨䉝䊧䉟⸃ᨆ䋩䈮䉋䉍䇮䊙䉡
䉴䈫䊍䊃䈪ㅢ䈱p53㑐ㅪㆮવሶ䉕หቯ䈚䇮䈠䉏䉌䈱ᯏ⢻⸃ᨆ䉕ⴕ䈇䇮p53-p21⚻〝䈏䇮⚦⢩䈱
䈏䉖ൻᛥ䈱䉂䈭䉌䈝䇮iPS⚦⢩᮸┙䈮䈍䈇䈩䉅ᛥᑯ䈫䈚䈩ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈢䇯

ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋸䇮੩ㇺᄢቇ‛⾰䋭⚦⢩⛔ว䉲䉴䊁䊛ὐiPS ⚦⢩⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷/หౣ↢ක⑼ቇ
⎇ⓥᚲ䈱ጊਛિᒎᢎ䉌䈱⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮 iPS ⚦⢩᮸┙ㆊ⒟䈮䈍䈔䉎䈏䉖ᛥㆮવሶp53
䈱ᯏ⢻䉕⸃ᨆ䈚䇮p53䋭p21 ⚻〝䈏䊙䉡䉴䉇䊍䊃iPS ⚦⢩䈱᮸┙䉕ᛥ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⏕䈚䇮
p53 䈱⊒ᛥᱛ䈮䉋䉍䇮iPS ⚦⢩䈱᮸┙ല₸䉕20䋦㜞䉄䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䈏䉖ᛥㆮવሶ䈮䉋䉎iPS ⚦⢩䈱᮸┙ᛥ䊜䉦䊆䉵䊛䉕⸃

ᯅᷰ䈚⎇ⓥᡰេផㅴ䊒䊨䉫䊤䊛
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ᐔᚑ㪉㪊ᐕᐲ䉁䈪䈮䇮ฦὐ䋲ઙ䋨⸘㪈㪋ઙ䋩䈱䉲䊷䉵䉕ᴦ㛎Ბ㓏䈻⒖ⴕ䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᮡ䈫䈚䈩䈍䉍
䇮ㄭ䈇᧪䈮䈲䈖䉏䉌䉲䊷䉵䈏ක≮䈫䈚䈩ታ↪ൻ䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮䈖䈉䈚䈢ᚑഞ
䈱Ⓧ䉂㊀䈰䈮䉋䉍䇮ઁᄢቇ䉇ක≮ᯏ㑐䈱䉲䊷䉵䉕䉅⏕ታ䈮ᯅᷰ䈚䈜䉎ὐ䈮ᚑ㐳䈜䉎䈖䈫䈏
ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ᢛ䈚䈢ᯅᷰ䈚ᡰេᯏ⢻䈮䉋䉍ฦὐ䈮䈍䈇䈩䇮㔍ᴦᕈ䉧䊮䈱ㆮવሶᴦ≮䇮⣖᪪Ⴇ䊶㛽უ
ᱫ䊶⣄㜑ᰳ៊䈱⚦⢩ᴦ≮䈭䈬䈱వ┵ක≮⎇ⓥ䈏䇮ⷙ䉇ડᬺ䈱ⷐ᳞䈮ኻᔕน⢻䈭㜞䈇䊧䊔
䊦䈱⎇ⓥ᳓Ḱ䈪㗅⺞䈮ㅴ䉖䈪䈇䉎䇯

䋨䋷ὐో䈱ᡰេ䈱⁁䋩

ᐔᚑ䋱䋹ᐕᐲ䉋䉍ᢛ䉕ㅴ䉄䈩䈐䈢䇮䉥䊷䊦ർᶏ䋨ᧅᏻක⑼ᄢቇ䇮ർᶏᄢቇ䇮ᣩᎹක⑼
ᄢቇ䋩䇮᧲ർᄢቇ䇮᧲੩ᄢቇ䇮੩ㇺᄢቇ䇮ᄢ㒋ᄢቇ䇮వ┵ක≮ᝄ⥝⽷࿅䇮Ꮊᄢቇ䈱䋷ὐ
䈠䉏䈡䉏䈮䈍䈇䈩䇮ၮ␆⎇ⓥ䉲䊷䉵䉕ක≮䈫䈚䈩䈱ታ↪ൻ䈮ะ䈔䈩ᯅᷰ䈚䈜䉎䈢䉄䈮ᔅⷐ䈭
ᡰេᯏ⢻䈏లታ䈚䈩䈐䈢䇯䈋䈳䇮⚦⢩⺞ᣉ⸳䋨䌃䌐䌃䋩╬䈱ᢛ䈏ᐔᚑ㪉㪈ᐕᐲਛ䈮䈾䈿ቢ
ੌ䇮䈜䈪䈮⚦⢩䈱⥃ᐥ⎇ⓥ䈏䉴䉺䊷䊃䈚䈧䈧䈅䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ᯅᷰ䈚⎇ⓥᡰេὐ䈱ᚑᨐ䈫ዷᦸ

ᯅᷰ䈚⎇ⓥᡰេផㅴ䊒䊨䉫䊤䊛

࿐䈻䈱䉡䉟䊦䉴ᢔ

䉡䉟䊦䉴Ⴧᱺ䈫
䈏䉖⚦⢩䈱⎕უ

䈏䉖⚦⢩䉕ᰴ䇱䈮⎕უ

䈏䉖⚦⢩

㪈㪊

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䉁䈢䇮ၮ␆⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕⥃ᐥ䈮ᔕ↪䈚䇮ක≮䈫䈚䈩䈱ታ䉕⋡ᜰ䈜䈫䈇䈉ᯅᷰ䈚⎇ⓥ䈱ᚑഞ
䈫䈚䈩䉅㊀ⷐ䈫䈭䉎䇯ᧄ⎇ⓥ䉕䊝䊂䊦䉬䊷䉴䈫䈜䉎䈖䈫䈪䇮ઁ䈱ᯅᷰ䈚⎇ⓥ䈱ᦝ䈭䉎ടㅦ䈏
ㄟ䉁䉏䇮ᚒ䈏࿖䈱ᦸ䈭ၮ␆⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䉕䇮࿖᳃↢ᵴ䈮ㆶర䈜䉎䈱⏕┙䈮䈧䈭䈏䉎䇯

ᓟ䇮ోᕈ䈫ലᨐ䈱ᬌ⸽䉕ⴕ䈇䇮ක≮䈫䈚䈩䈱ዷ㐿䉕⋡ᜰ䈜䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮࿖᳃䈱ᱫේ
࿃䈱╙৻䉕භ䉄䉎䈏䉖䈮ኻ䈜䉎㕟ᣂ⊛䈭ᴦ≮ᴺ䉕ឭଏ䈚䇮䈏䉖䈱స䈮⽸₂䈜䉎䈖䈫䈏䈪
䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

㶎䈖䈱⎇ⓥ䈲䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸㕟ᣂ⊛
䈭䈏䉖ᴦ≮ᴺ╬䈱㐿⊒䈮ะ䈔䈢⎇
ⓥ䈱ផㅴ䋨䈏䉖䊃䊤䊮䉴䊧䊷䉲䊢䊅
䊦䊶䊥䉰䊷䉼ᬺ䋩䇹䋨ᐔᚑ16ᐕޯ20
ᐕᐲ䋩䈱⎇ⓥ⺖㗴䈫䈚䈩㐿⊒䈏ⴕ䉒
䉏䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸ᯅᷰ䈚⎇ⓥᡰេផ
ㅴ䊒䊨䉫䊤䊛䇹䋨ᐔᚑ19ᐕᐲޯ䋩䈮䉋
䉍ᡰេ䉕ฃ䈔䈩䈇䉎䇯

䉡䉟䊦䉴ᗵᨴ

䈏䉖䈮䉡䉟䊦䉴䉕ᗵᨴ䈘䈞䈩䈏䉖䉕ᴦ≹䈘䈞䉎䉡䉟䊦䉴≮ᴺ䈲䇮㕟ᣂ⊛䈭ᴦ≮ᴺ䈫䈚䈩ᦼ
ᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉡䉟䊦䉴䈱ㆮવሶ⚵឵䈋䉕ⴕ䈦䈩䇮䈏䉖⚦⢩䈣䈔䈪Ⴧᱺ䈪䈐䉎䉋䈉䈮ੱᎿ⊛
䈮ㅧ䈦䈢䉡䉟䊦䉴䉕↪䈇䉎䈖䈫䈪䇮ᛩਈ䈚䈢䉡䉟䊦䉴䈏䈏䉖䈱ਛ䈣䈔䈪Ⴧᱺ䈚䈭䈏䉌᠄䈚䇮
䉇䈏䈩䈏䉖⚦⢩䉕უṌ䈘䈞䉎䈫䈇䈉⚵䉂䈪䈅䉎䇯
᧲੩ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮䊃䊤䊮䉴䊧䊷䉲䊢䊅䊦䊥䉰䊷䉼䉶䊮䉺䊷⮮ၴౕ♿․છᢎ䉌䈱⎇
ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮න⚐䊓䊦䊕䉴䉡䉟䊦䉴㪈ဳ䋨ญໃ䊓䊦䊕䉴䈱䉡䉟䊦䉴䋩䈮ੱᎿ⊛䈭ਃ㊀ᄌ⇣
䉕ᣉ䈚䈢ᦨᣂဳ䈱䈏䉖ᴦ≮↪䉡䉟䊦䉴䋨㪞㪋㪎㺁㩿䊂䊦䉺㪀䋩䉕㐿⊒䈚䇮ౣ⊒䈚䈢⤔⧘⣲㩿䈖䈉䈏
䈚䉈㪀䋨ᖡᕈ⣖⣲≌䈱৻⒳䋩䉕ኻ⽎䈮⥃ᐥᔕ↪䉕㐿ᆎ䈚䈢䇯
ෘ↢ഭ⋭䈱ᛚ䉕ᓧ䈩ታᣉ䈜䉎࿖ౝ䈪ೋ䉄䈩䈱
Ⴧᱺဳㆮવሶ⚵឵䈋䉡䉟䊦䉴䈱⥃ᐥ⹜㛎䈪䈅䉎䇯
䋨㪫㪿㪼㩷㪣㪸㫅㪺㪼㫋㩷㪦㫅㪺㫆㫃㫆㪾㫐䇮ᐔᚑ㪈㪎ᐕ㪈㪉 ╬䋩

ᐔᚑ㪉㪈ᐕ䈮䇮᧲੩ᄢቇකቇㇱ㒝ዻ∛㒮 ⮮ၴౕ♿ ․છᢎ䉌䈱⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈪䈲䇮䈏䉖
⚦⢩䈣䈔䈪Ⴧᱺ䈪䈐䉎䉋䈉䈮ੱᎿ⊛䈮ㅧ䈦䈢䉡䉟䊦䉴䈮䉋䉍䇮䈏䉖⚦⢩䈣䈔䉕უṌ䈘䈞䉎ᦨ
ᣂဳ䈱䈏䉖ᴦ≮↪䉡䉟䊦䉴䋨㪞㪋㪎㺁㩿䊂䊦䉺㪀䋩䉕㐿⊒䈚䇮䈠䈱⥃ᐥᔕ↪䉕ታ䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

㵩࿖ౝೋ䈱ㆮવሶ⚵឵䈋䊓䊦䊕䉴䉡䉟䊦䉴䈱⥃ᐥᔕ↪㵩

⣖⣲≌䈮ኻ䈜䉎䉡䉟䊦䉴≮ᴺ䈱㐿⊒

㕟ᣂ⊛䈭䈏䉖ᴦ≮ᴺ╬䈱㐿⊒䈮ะ䈔䈢⎇ⓥ䈱ផㅴ

POC
ขᓧ
POC
ขᓧ

ᣂⷙ≸᛫ේ䍒䍩䍽䍢䍎䍪䍽䍃䍫䍽䍪䍽䍟䍢䍼
䍺䍖䍟䍻≮ᴺ
ㆮવሶ⚵឵䈋න⚐䍫䍷䍫䍽䍛䍑䍐䍷䍛
䉕↪䈇䈢䍑䍐䍷䍛≮ᴺ

↰ේ ⧷ᤩ
䋨᧲੩ᄢቇ䋩
⮮ၴ ౕ♿
䋨᧲੩ᄢቇ䋩

ᚑ䊒䊨䉶䉴䈫⥃ᐥ䊨䉾䊃䉕ቢᚑ䇮䈏䉖ㆮ
વሶᴦ≮ ⥃ᐥ⎇ⓥᬺᆔຬળ䈪ੌᛚ

ⶄᢙ䈱P I⹜㛎䈏⚳ੌ䈚䇮⹜㛎‛䈲䍵䍐䍜䍻䍛䍏䍑
䍢 ᰴ䉣䊮䊄䊘䉟䊮䊃䈱⸃ᨆਛ

㜞ᐲක≮ ೨⋧⺣ታᣉ䇮୶ℂᆔຬળ䈻䈱
ᆔຬㅊട䈱ᜰ␜䈏䈅䉍ኻᔕ

㪈㪋

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䈖䉏䉌䈱䉲䊷䉵㐿⊒䈲ᐲ⊛䊶ᴺ⊛䊊䊷䊄䊦䈏ᭂ䉄䈩㜞䈒䇮䊥䉴䉪䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎䈢䉄ડᬺ䈏䈾䈫
䉖䈬ᚻ䉕䈣䈞䈭䈇䉅䈱䈪䈅䈦䈢䈏䇮䈏䉖䌔䌒ᬺ䈪㐿⊒䈱╭䈏䈾䈿䈪䈐䈢䇯ᓟ䇮ᧄᬺ䈱ਛ
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⊛ᴦ≮䈱ലᨐ䈏䈅䉎ᖚ⠪䉕ㆬᛯ䈜䉎䈱䈮ᓎ┙䈧䈫ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䉁䈢䇮᛫䈻䈱ᮡ⼂ᩭ⒳䉕㱎✢ᩭ⒳䈭䈬䈮ᄌᦝ䈜䉎䈖䈫䈪䇮ౝㇱᾖᴦ≮↪䊒䊨䊷䊑䈱㐿
⊒䈮䉅䈧䈭䈏䉎䇯
䈘䉌䈮䇮ਛඨᷫᦼᩭ⒳䈍䉋䈶ᮡ⼂䊒䊨䊷䊑䈱ᄖㇱᯏ㑐䈻䈱ଏ⛎䈏น⢻䈫䈭䉍䇮䈘䉁䈙䉁䈭∔∛
䈱⸻ᢿ䈶ᴦ≮䈱㜞ᐲൻ䈮⾗䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
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ਛඨᷫᦼᩭ⒳䈮䉋䉎ಽሶ䊒䊨䊷䊑䈱㐿⊒䈲䇮↢ౝ㓸Ⓧ䈮ඨᣣએ䉕ⷐ䈜䉎᛫䉇䊕䊒䉼
䊄䈫䈇䈦䈢㪈㪈㪚䋨㪉㪇ಽ䋩䉇㪈㪏㪝䋨㪈㪈㪇ಽ䋩䈱⍴ඨᷫᦼᩭ⒳䈪䈲䉦䊋䊷䈜䉎䈖䈫䈏㔍䈚䈇ਛ䌾㜞ಽሶ㊂
䈱䊒䊨䊷䊑䈱㪧㪜㪫ᔕ↪䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䇯㪍㪋㪚㫌䋨㪈㪊ᤨ㑆䋩䇮㪎㪍㪙㫉䋨㪈㪍ᤨ㑆䋩䇮㪈㪉㪋㪠䋨㪋㪅㪉ᣣ䋩䈫䈇䈦䈢ਛඨ
ᷫᦼ䌐䌅䌔ᩭ⒳䈪᛫䉇䊕䊒䉼䊄䉕ᮡ⼂䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᮡ⊛䈻䈱㓸Ⓧ䊶䊋䉾䉪䉫䊤䉡䊮䊄䈱ૐ
ਅ䉕ᓙ䈦䈩䌐䌅䌔䉟䊜䊷䉳䊮䉫䉕ⴕ䈉䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉎䇯᛫⣲≌᛫䈱䌐䌅䌔䉟䊜䊷䉳䊮䉫䈪䈲䇮䈏
䉖⚵❱ౝ䈱ಽሶᮡ⊛⊒䉕ቯ㊂↹ൻ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈪䈅䉍䇮ಽሶᮡ⊛ᴦ≮䈱ലᨐ䈏䈅䉎
ᖚ⠪䉕ㆬᛯ䈜䉎䈱䈮ᓎ┙䈧䈫ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯㪲㪍㪋㪚㫌㪴㪄㪝㪸㪹䈪䈲䉮䊮䊃䊨䊷䊦⣲≌䈮Ყ䈼䈩᛫ේ
⊒⣲≌䈏㜞䉮䊮䊃䊤䉴䊃䈪䉟䊜䊷䉳䊮䉫䈘䉏䉎䈖䈫䈏␜䈘䉏䈢䋨ਅ࿑䋩䇯
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ൻว‛䉕ਛඨᷫᦼᩭ⒳䈪ᮡ⼂䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ಽሶᮡ⊛ᴦ≮䈱ല₸ൻ䉕น⢻䈮䈚䈢䇯
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䈾䈫䉖䈬䈱ഃ⮎‛⾰䈱േᘒ⸃ᨆ䇮⮎ല⹏ଔ䉕↢ౝ䈪ᝒ䈋䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䇯䈖䉏䈲ᣂ
⮎䈱㐿⊒ᦼ㑆䈱⍴❗䊶㐿⊒⾌ᷫ䉕࿑䉍䇮ഃ⮎䊒䊨䉶䉴䈮㕟ᣂ䉕䉅䈢䉌䈜㕖Ᏹ䈮ല䈭ᚻᲑ䈫ᦼ
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䈩㪚䈮ቯ⊛䈭ᮡ⼂ൻ䋨䊤䊔䊦ൻ䋩䉕ⴕ䈋䈳䇮䈾䈫䉖䈬䈱ഃ⮎‛⾰䈱⮎‛േᘒ⸃ᨆ䇮⮎ല
⹏ଔ䈏น⢻䈫䈭䉎䇯
䈫䈖䉐䈏䇮㪈㪈㪚䈱႐ว䈲䇮ඨᷫᦼ䈏䉒䈝䈎㪉㪇ಽ䈪䈅䉎䈢䉄䇮ᮡ⼂ᔕ䈫ಽ㔌♖䈱ੑ䈧䈱
ᬺ䉕㪋㪇ಽએౝ䋨ඨᷫᦼ䈱㪉એౝ䋩䈮ⴕ䈉䈖䈫䈏ⷐ᳞䈘䉏䉎䇯䈖䈱㒢ᤨ㑆䈎䉌ಽ㔌♖ᤨ㑆䉕
Ꮕ䈚ᒁ䈒䈫ᮡ⼂ᔕ䈲㪌ಽ⒟ᐲ䈪ⴕ䉒䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
ᧄ⎇ⓥ䈪䈲䇮ㅢᏱ䇮ᢙᤨ㑆䈎䉌ᢙචᤨ㑆䈎䈎䉎ൻቇᔕ䉕䇮䉒䈝䈎㪌ಽ䈪䇮䈎䈧ൻቇ⊛䊶ઍ
⻢⊛䈮ቯ䈭ᒻ䈪ዉ䈜䉎ᛛⴚ䉕㐿⊒䈚䈢䇯
䈖䈱ᛛⴚ䈮䉋䉍䇮䌐䌅䌔⎇ⓥၮ⋚䉕ᣂ䈜䉎㜞ᯏ⢻ಽሶ䊒䊨䊷䊑䈱ഃ䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䇯
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ⓥ䉶䊮䉺䊷ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫ഃ⮎ൻቇ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨㋈ᧁᱜᤘ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䈫ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮
䉫ᮡ⼂ൻቇ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨ዬਭᔒ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䈲䇮䈾䈫䉖䈬䈱ഃ⮎‛⾰䋨ૐಽሶൻว
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㊄䈱䇸⒳䇱䈱㱏✢ᩭ䉕↪䈇䈢ᣧᦼ∔ᖚ⸻ᢿ䊒䊨䊷䊑㐿⊒䈫䉮䊮䊒䊃䊮䉦䊜䊤䈮䉋䉎ⶄᢙᩭ
⒳หᤨ䉟䊜䊷䉳䊮䉫䇹䈶㪥㪜㪛㪦⎇ⓥഥᚑ㊄䈱䇸ඨዉ䉮䊮䊒䊃䊮䉦䊜䊤䈮䉋䉎ⶄᢙಽሶหᤨ䉟
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䈏䉖䉇↢ᵴ⠌ᘠ∛䈭䈬䈱∔∛䈮䈲䇮ⶄᢙ䈱ⷐ࿃䈏ⶄว⊛䈮㑐ਈ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈭䈦
䈩䈍䉍䇮ⶄᢙ䈱↢㑐ㅪಽሶ䈱ᖱႎ䉕หᤨ䈮ಽᨆ䈜䉎䈖䈫䈪䇮䉋䉍㜞ᐲ䈪ᱜ⏕䈭⸻ᢿ䈏น⢻䈫
䈭䉎䇯
䈚䈎䈚䇮䌐䌅䌔䉕↪䈇䈢ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫䈪䈲䇮䈠䈱ේℂ䇮ੑ䈧એ䈱ಽሶ䈱േ䈐䉕หᤨㅊ
〔䈜䉎䈖䈫䈲ਇน⢻䈪䈅䈦䈢䇯
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䉏䉁䈪䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷∛䈱ᦨ⚳⸻ᢿ䈲䇮ᱫᓟ⣖䈎䉌㱎䉝䊚䊨䉟䊄䈱⫾Ⓧ䉕⏕䈚䈩䈇䈢䈏䇮ಽ
ሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫ᛛⴚ䈮䉋䉍䇮↢೨⸻ᢿ䈏น⢻䈫䈭䈦䈢䇯
㱎䉝䊚䊨䉟䊄䈮⫾Ⓧ䈜䉎㪧㪠㪙䉕↪䈇䇮㱎䉝䊚䊨䉟䊄䈱⫾Ⓧ䉕ㅊ〔䈚䈢⚿ᨐ䇮㪧㪠㪙䈱㓸Ⓧ䈏㒶ᕈ
䋨㱎䉝䊚䊨䉟䊄⫾Ⓧ㒶ᕈ䋩䈪䈅䈦䈩䉅䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷∛䈫⸻ᢿ䈘䉏䉎ᖚ⠪䈏ሽ䈜䉎╬䈱ᣂ䈢䈭
⍮䉕ᓧ䈢䇯৻ᣇ䇮㪉ᐕ㑆䈱ㅊ〔⎇ⓥ䈱⚿ᨐ䇮ᒰೋシᐲ⍮㓚ኂ䈫⸻ᢿ䈘䉏䇮䈠䈱ᓟ⍮∝䈻
⒖ⴕ䈚䈢ᖚ⠪⟲䈱㪊ಽ䈱㪉䈮㱎䉝䊚䊨䉟䊄䈱⫾Ⓧ䉕⏕䈚䈢䇯
䇮䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷∛䈱ᩮᴦᴦ≮䈫䈚䈩䇮㱎䉝䊚䊨䉟䊄䉕ṁ䈎䈜᛫䉝䊚䊨䉟䊄ᴦ≮䈱⎇ⓥ䉕ㅴ
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⠨䈋䉌䉏䈩䈇䈢㱎䉝䊚䊨䉟䊄䈱⫾Ⓧ䈏㒶ᕈ䈪䈅䉎䇮㕖䉝䊦䉿䊊䉟䊙䊷ဳ⍮∝䉕ᣂ䈢䈮⏕䈚
䈢䇯
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䊌䊷䉨䊮䉸䊮∛䊝䊂䊦䉰䊦䈱⣖ౝ䈮䇮
ES⚦⢩䉕⒖ᬀ䋨A࿑䋺⿒✢䋩䈜䉎䈫䇮⒖
ᬀ2ㅳ㑆ᓟ䈎䉌䇮䉌䈎䈮䊌䊷䉨䊮䉸䊮
∛䈱∝⁁䈏ᛥ䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯
䈖䈱ᤨὐ䈱⣖ౝ䈱䉟䊜䊷䉳䊮䉫↹䋨C
࿑䋺ฝ┵䋩䉕䉎䈫䇮⒖ᬀ䈘䉏䈢ES⚦⢩
䈎䉌䊄䊷䊌䊷䊚䊮䉕䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏
ಽ䈎䉎䇯

㪉㪈

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

ౣ↢ක≮ߦ߅ߌࠆ⒖ᬀ⚦⢩↢⌕ߣᯏ⢻⹏ଔޔ⣲≌ൻ∉ޔᜎ⛘╬ߩ㗴ὐࠍಽሶࠗࡔ
ࠫࡦࠣߦࠃࠅࡕ࠾࠲ࡦࠣߔࠆߎߣߢޔౣ↢ක≮ߩᚑഞ₸ࠍߍࠆߎߣ߇น⢻ߣߥࠆޕ
ᓟ⎇ޔⓥ߇ㅴߣޔ࿖ౝోߩౣ↢ක≮ᛛⴚߩ⊒ዷߦ⽸₂ߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

㪲㪈㪈㪚㪴㩷㪚㪝㪫䉇ᣂⷙ 㪧㪜㪫䊃䊧䊷䉰䊷䈮䉋䉎
⒖ᬀ⚻⚦⢩䈱↢⌕₸䈫ᯏ⢻⹏ଔ

⒖ᬀ⚦⢩↢⌕䈫ᯏ⢻

ౣ↢ක≮ᛛⴚ䈱ല䈭ᣇᴺ⺰䉕᭴▽䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮⒖ᬀ䊶ዉ䈜䉎⚦⢩䉇ౣ↢⚛᧚䈱ᦨㆡ
ൻ䇮ᮡ⊛⚵❱䈻䈱↢⌕䇮ᜎ⛘ᔕ䈎䉌䈱࿁ㆱ䇮ᧂಽൻ⚦⢩䈱⣲≌ൻ䈱㒐ᱛ䈭䈬䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯
䈠䈖䈪䇮ਥ䈮㔤㐳㘃䈱䊝䊂䊦േ‛䉕䈦䈩䇮䊥䊊䊎䊥䊁䊷䉲䊢䊮䈮䉋䉎ᯏ⢻࿁ᓳㆊ⒟䈱ല䈭
⚻ᤨ⊛䊝䊆䉺䊥䊮䉫ᛛⴚ䉇䇮⒖ᬀ⚻⚦⢩䈱↢⌕₸䉇ᯏ⢻⹏ଔᴺ䉕㐿⊒䈚䈢䇯

ᐔᚑ㪉㪇ᐕᐲ䈮䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䇮ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ಽሶ䊒䊨䊷
䊑ᯏ⢻⹏ଔ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨የᶈ㓉䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䈲䇮ౣ↢ක≮䈱㜞♖ᐲ⸻ᢿ䈱ၮ䈮䈭䉎⒖
ᬀ⚦⢩䈱ᯏ⢻⹏ଔᴺ䉕㐿⊒䈚䈢䇯
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20.1

29

39

66

116

205

Wild

KO

5 PM GIF-430
- + - +

ㆇേᓟ

㕒ᤨ

KO

ᱜᏱ㛽ᩰ╭(Wild)䈪䈲䇮ㆇേᓟ䇮⚦⢩⤑
䈱䌇䌌䌕T4䈏⪺䈮Ⴧട䈜䉎䋨exerciseinduced GLUT4 translocation, Wild䋩䇯৻
ᣇ䇮NSPl1䉕ᰳ៊䈚䈢╭⚦⢩䋨KO䋩䈪䈲䇮ో
䈒Ⴧട䈚䈭䈇䇯

࿑2. NSPl1䈏㑐ਈ䈜䉎GLUT4
translocation䈱䉟䊜䊷䉳䊮䉫

GLUT4

Wild

㕒 㔚᳇ 㕒 㔚᳇
ᤨ ೝỗ ᤨ ೝỗ

KO

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ
ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

ᱜᏱ䊙䉡䉴䈪䈲䉫䊦䉮䊷䉴ᛩਈ䈪
䈚䈢ⴊ♧୯䈏㛽ᩰ╭䈱❗䋨㔚᳇
ೝỗ䋩䈮䉋䉍ૐਅ䈜䉎(Wild)䇯NSPl1
ᰳ៊䊙䉡䉴䈪䈲GLUT4
translocation䈱Ⴧട䈏䈖䉌䈭䈇䈱
䈪䇮ⴊ♧୯㒠ਅ䈲䉌䉏䈭䈇(KO)䇯

࿑3. ⴊ♧୯ᄌൻ䈫NSPl1䈱
㑐ଥ

250

300

350

400

450

*

Wild

㪉㪉

ⴊ♧⺞▵䈮㑐䉒䉎ᣂ䈚䈇⚦⢩ౝ࿃ሶ䈏⊒䈘䉏䈢䈖䈫䈪䇮ⶄ㔀䈭䊜䉦䊆䉵䊛䈮䉋䉍⊒∝䈚䈠䈱∛
⁁䈏ㅴⴕ䈜䉎䈏ᗐቯ䈘䉏䈩䈇䉎♧ዩ∛䋨․䈮䋲ဳ䋩䈱੍㒐䇮ᴦ≮䈮㑐䈜䉎ᣂᖱႎ䈱㓸Ⓧ䈏ᦼᓙ
䈘䉏䉎䇯䈘䉌䈮䇮㪥㪪㪧㫃㪈䈏⮎‛ฃኈ䈫䈚䈩⊒䈘䉏䈢䈫䈇䈉ታ䈲䇮䈖䈱䉺䊮䊌䉪⾰⥄り䈏♧ዩ∛
ᴦ≮⮎㐿⊒䈱ᣂ䉺䊷䉭䉾䊃䈫䈭䉎น⢻ᕈ䉅䈅䉎䇯ᓟ䇮ᒰ⎇ⓥᚲ䈱䉟䊜䊷䉳䊮䉫ᛛⴚ䉕ᵴ↪䈚
㪥㪪㪧㫃㪈䈫♧ઍ⻢䈱ᄌൻ䉕䈘䉌䈮⸃ᨆ䈜䉎䈪䇮䈖䉏䉌䈱⎇ⓥ䈏㘧べ⊛䈮ㅴ䉃䈖䈫䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ᱜᏱ㛽ᩰ╭䈮䈍䈇䈩శᔕᕈ䉻䊮䊃䊨䊧䊮⺃ዉ
䋨A, B, C䋩䈲ಽሶ㊂⚂23 kDa䈱䉺䊮䊌䉪⾰䉕ᮡ
⼂䈜䉎 (D, Wild, 㸢)䇯NSPl1䉕ᰳ៊䈚䈢⚦⢩䈪䈲
ᮡ⼂䈏䉌䉏䈭䈇(D, KO)䇯

࿑1. 䉻䊮䊃䊨䊧䊮ฃኈ䊶NSPl1䈱⊒

C

B

A

50 PM GIF0082

D

㛽ᩰ╭⚦⢩䈱♧ข䉍ㄟ䉂䈏䇮ⴊ♧୯䈱⺞▵䈮㊀ⷐ䈪䈅䉎䈲ᐢ䈒⍮䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈜䈭䉒䈤䇮
㛽ᩰ╭䈱♧ข䉍ㄟ䉂ᯏ᭴䉕⸃䈜䉎䈲䇮㜞㦂ൻ␠ળ䉕ㄫ䈋䇮ᣧᦼ䈮స䈜䉎䈏ᦸ䉁䉏䉎
♧ዩ∛䈱⊒∝䊜䉦䊆䉵䊛䈱⸃䉇䈠䈱੍㒐䇮ᴦ≮⮎䈱㐿⊒╬䈮㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈠䈖䈪䇮♧ข䉍ㄟ
䉂䉕ᛥ䈜䉎䉻䊮䊃䊨䊧䊮㩿㪛㪸㫅䋩䈱ൻቇ᭴ㅧ䉕↪䈚䈩䇮ᣂⷙಽሶ䊒䊨䊷䊑䉕㐿⊒䈚䇮ᵴ↪䈚䈢
䋨࿑㪈䋩䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮ㆇേ䋨❗䋩䈮䉋䈦䈩ᄌൻ䈜䉎㪋ဳ䉫䊦䉮䊷䉴ャㅍ䋨㪞㪣㪬㪫㪋䋩䈱ᯏ⢻⺞▵䈮
㑐ଥ䈜䉎⚦⢩ౝ䉺䊮䊌䉪⾰㪥㪪㪧㫃㪈䈱ሽ䈏䈘䉏䈢䋨࿑㪈㪃㩷㪉䋩䇯㪥㪪㪧㫃㪈䈲䇮⚦⢩ౝ䈪⮎‛䋨㪛㪸㫅䋩
ฃኈ䈫䈚䈩ᯏ⢻䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮㪞㪣㪬㪫㪋䉕䈚䈢↢ℂ⊛䈭ⴊ♧⺞▵䈮䉅㑐ਈ䈜䉎䋨࿑㪊䋩
䋨㪛㫀㪸㪹㪼㫋㪼㫊䇮ᐔᚑ㪉㪈ᐕ㪐䋩䇯

ᐔᚑ㪉㪇ᐕᐲ䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䇮ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ಽሶ䊒䊨䊷䊑
ᯏ⢻⹏ଔ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨የᶈ㓉䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䇮ᳰᧄ㓉ᤘ⎇ⓥຬ䋩䈍䉋䈶ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫ഃ
⮎ൻቇ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨㋈ᧁᱜᤘ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䉌䈲䇮ⴊ♧⺞▵䈮㑐䉒䉎ᣂⷙ⮎‛ฃኈ䉕⇇
䈮వ㚟䈔䈩⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ⴊ♧⺞▵䈮㑐䉒䉎⚦⢩ౝ䉺䊮䊌䉪⾰䈱⊒

ⴊ♧୯ (mg/dl)

ੱ䈱ㆮવᖱႎ䈮ᔕ䈛䈢ක≮䈱ታ䊒䊨䉳䉢䉪䊃

㪉㪊

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ᓟޔᄖㇱᯏ㑐╬߽ޔ᭴▽ߒߚࠍޠࠢࡦࡃࠝࠗࡃޟᵴ↪ߒߚ∔ᖚ㑐ㅪㆮવሶ⎇ⓥߩ
ㅴዷ╬ߦࠃࠅ࠼ࠗࡔ࠳ࠝޔක≮ߩታߦะߌߚᚑᨐߩഃ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

ӂҖҜӂӥҡ̈́࢜ോݎڭफ़ࢄͅ

ᧄ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈲䇮䊋䉟䉥䊋䊮䉪䉕ᢛ䈚ᄢⷙᮨ䈮䊍䊃⹜ᢱ䉕㓸䈚䈩䇮䌓䌎䌐⸃ᨆ䉕ⴕ䈇䇮∔ᖚ
㑐ㅪㆮવሶ⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䉎䈫䈇䈉ᚒ䈏࿖䈪䈲䈛䉄䈩䈱ข⚵䈪䈅䈦䈢䈏䇮࿎㔍䈭䊋䉟䉥䊋䊮䉪᭴▽
䉕㆐ᚑ䈚䈢䈖䈫䈲ᄢ䈐䈭ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮䇸䉥䊷䉻䊷䊜䉟䊄ක≮䇹䈱ታ䈮ะ䈔䈢ၮ⋚䉕᭴▽䈚䈢䇯
ౕ⊛䈮䈲䇮ᐔᚑ䋱䋵ᐕᐲ䉋䉍䇮ੱᖱႎ䈱⼔䈮⇐ᗧ䈚䈢䊋䉟䉥䊋䊮䉪䈱䉲䉴䊁䊛䋨⹜ᢱ
ሽ䈫䊂䊷䉺▤ℂ䋩䉕᧲੩ᄢቇක⑼ቇ⎇ⓥᚲౝ䈮᭴▽䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䊜䊂䉞䉦䊦䊶䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷
䈱㙃ᚑ䉲䉴䊁䊛䉕⏕┙䈚䈢䇯㙃ᚑ䈚䈢⚂䋲ජੱ䈱䊜䊂䉞䉦䊦䊶䉮䊷䊂䉞䊈䊷䉺䊷䈲䋶䋶∛㒮䈮䈍䈇
䈩䇮䋴䋷䈱ኻ⽎∔ᖚ䈱ᖚ⠪⚂䋲䋳ਁ䋵ජੱ䈮ኻ䈚䇮䉟䊮䊐䉤䊷䊛䊄䊶䉮䊮䉶䊮䊃䉕ታᣉ䈚䇮⚂䋲䋰ਁ䋱
ජੱ䈎䉌หᗧ䉕ᓧ䈩䌄䌎䌁䊶ⴊᷡ⹜ᢱ䈶⥃ᐥᖱႎ䉕㓸䈚䈩䈐䈢䇯
䈖䉏䉌䈱ข䉍⚵䉂䈮䉋䉍䇮ᐔᚑ䋱䋹ᐕᐲᧃ䈮䈲⚂䋳䋰ਁ∝䈱⹜ᢱ╬䉕㓸䈚䈢䇯䉁䈢䇮㓸䈚
䈢⹜ᢱ䈮䈧䈇䈩䈲䇮⹜ᢱ╬㈩Ꮣክᩏળ䈱ክᩏ䈮ၮ䈨䈐䇮䌄䌎䌁䋸䋬䋹䋰䋰䉰䊮䊒䊦䇮ⴊᷡ䋳䋬䋲䋲䋱
䉰䊮䊒䊦䉕㈩Ꮣ䈚䇮䉥䊷䉻䊷䊜䉟䊄ක≮ታൻ䈮⾗䈜䉎⎇ⓥ䉕ታᣉ䈜䉎䋱䋵䈱ᄖㇱ⎇ⓥᯏ㑐䈮
㈩Ꮣ䈜䉎䈭䈬䈱ታ❣䉕ᓧ䈩䈇䉎䇯

ᐔᚑ15ᐕᐲ䌾ᐔᚑ19ᐕᐲ䈮䇮᧲੩ᄢቇක⑼ቇ⎇ⓥᚲ䈏ਛᔃ䈫䈭䉍䇮䋱䋲䈱දജක≮ᯏ㑐䊶䋶
䋶∛㒮䈮䉋䉎♽⊛䈭⸻≮ᖱႎ䈫ⴊᶧ䉰䊮䊒䊦䋨DNA䊶ⴊᷡ䋩䈱㓸䉲䉴䊁䊛䈱⏕┙䇮䈠䉏䉌䉕
▤䈜䉎䊋䉟䉥䊋䊮䉪䉕⏕┙䈚䇮ᐔᚑ䋱䋹ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮⚂䋳䋰ਁ∝䈱䌄䌎䌁䊶ⴊᷡ⹜ᢱ䉕㓸䊶
▤䈚䈢⇇ᦨᄢⷙᮨ䈱䊋䉟䉥䊋䊮䉪䉕᭴▽䈚䈢䇯
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⇇ᦨᄢⷙᮨ䈱⚂䋳䋰ਁ∝䊋䉟䉥䊋䊮䉪䈱᭴▽
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ᧄ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪䈲䇮᧲ᄢක⑼⎇䈏䇮⎇ⓥ⋡⊛䉇⎇ⓥᣇᴺ䈭䈬೨䈮චಽ䈭⺑䉕䈚䈩ੌ⸃
䉕ᓧ䉎䇸䉟䊮䊐䉤䊷䊛䊄䊶䉮䊮䉶䊮䊃䇹䉕ขᓧ䈚䇮ห⎇ⓥᚲ䈍䉋䈶ℂ⎇ᮮᵿ⎇䈱୶ℂᆔຬળ䈪ክ
ᩏ䊶ᛚ䈘䉏䈢ᣣᧄੱ䊗䊤䊮䊁䉞䉝䈱දജ䉕ᓧ䈩䇮ᣣᧄੱ৻⥸㓸࿅ 934ੱ䈱DNA䉰䊮䊒䊦䉕
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ⷡ∝⁁䉅⢄ᯏ⢻⇣Ᏹ䉅䈭䈇䈏䇮⚂䋱䋰䋦䈱䉨䊞䊥䉝䈲ᘟᕈ⢄Ἳ䈮⒖ⴕ䈚䇮䈠䈱ౝ䈱䋲䋰䋦⒟ᐲ
䈏⢄⎬ᄌ䈮䈭䉎䇯ᣣᧄ䈮䈍䈔䉎䉨䊞䊥䉝䈲100ਁੱએ䇮⇇䈪䈲3.5䌾4ంੱ䈫⸒䉒䉏䈩䈇䉎䇯
䉁䈢䇮ᘟᕈBဳ⢄Ἳ䈱∛₸䈲䇮ᣣᧄ䇮☨࿖䇮᰷䈪0.1-2䋦䇮䉟䊮䊄䇮䊨䉲䉝䇮ਛ᧲䈪䈲2-8䋦䇮
᧲䉝䉳䉝䈎䉌䉰䊊䊤એධ䈱䉝䊐䊥䉦䈪䈲8%䉕䈋䈩䈇䉎䇯
⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮ᣣᧄੱ䈫䉺䉟ੱ䉕ኻ⽎䈮䇮ᘟᕈBဳ⢄Ἳ䈱ᖚ⠪㓸࿅2,103ੱ䈫ኻᾖ⠪㓸࿅
4,300ੱ䈱ㆮવሶ䈱䊙䊷䉦䊷䈪䈅䉎SNP䉕Ყセ䈚䈩ⴕ䈉䇮ో䉭䊉䊛㑐ㅪ⎇ⓥ䈮䉋䉍䇮ᘟᕈBဳ
⢄Ἳ䈫HLA-DPA1䈶HLA-DPB1㗔ၞ䈮䈅䉎ᄌ⇣䋨SNP䋩䈫䈱㑐ㅪ䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯䉁䈢䇮
HLA-DPA1䈶HLA-DPB1䈱䋲䈧䈱䊊䊒䊨䉺䉟䊒䈏ᘟᕈBဳ⢄Ἳ䈮ኻ䈜䉎㒐ᓮ↪䈫㑐ㅪ䈚䈩
䈇䉎䈖䈫䉕⊒䈚䈢䇯 䋨⚦䈲Nature Genetics㔚ሶ 䈮䇮2009ᐕ47ᣣ䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯䋩
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䈖䈱䊙䉾䊒䈲䇮4䈧䈱⇣䈭䉎ၞ䈮䉃᳃270ੱ䈱⹜ᢱ䉕⸃ᨆ䈚䈢䉅䈱䈪䇮䈖䉏䉌䈱㓸࿅䈮
ሽ䈜䉎䈫ផቯ䈘䉏䉎䉝䊧䊦㗫ᐲ䈱Ყセ⊛㜞䈇SNP䈱25䌾35䋦䉕✂⟜䈚䈩䈇䉎䇯䈖䈱䊙䉾䊒
䈲䇮㓸࿅䈮䉋䈦䈩⇣䈭䉎䈏䇮ᐔဋ䈱ᦨᄢr2䈏0.9䈎䉌0.96䈱㑐ଥ䈮䈅䉎䇮⸃ᨆ䉕䈚䈩䈇䈭䈇䈅䉍
䈸䉏䈢ᄙဳ䈱ᖱႎ䉕䈫䉌䈋䈩䈇䉎䈫ផቯ䈘䉏䉎䇯ᧄ⺰ᢥ䈪䈲䇮ᦨᄢr2䈱㑐ଥ䈪䈒䈒䉌䉏䉎SNP䈮
㑐䈚䈩䇮ᬺ↪䈘䉏䈩䈇䉎䉭䊉䊛ⷙᮨ䈱SNPಽᨆ䉨䉾䊃䈪䇮䉝䊐䊥䉦♽㓸࿅䈪䈲䈖䈱╙2
Ბ㓏ႎ๔䈘䉏䈩䈇䉎䈅䉍䈸䉏䈢SNP䈮䉋䈦䈩᭴ᚑ䈘䉏䉎80䋦䈱LD䊑䊨䉾䉪䇮㕖䉝䊐䊥䉦♽㓸࿅
䈪䈲95䋦䈱LD䊑䊨䉾䉪䉕䈫䉌䈋䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䇮䉟䊮䊏䊠䊁䊷䉲䊢䊮䈮䉋䈦䈩㑐ㅪ⸃ᨆ䈱
ᆭജ䈏Ⴧ䈜น⢻ᕈ䈏䈅䉎䈖䈫䉕ታ⸽䈚䈢䇯
䉁䈢࿁䈱䊂䊷䉺䈎䉌䇮ㅪ㎮ਇᐔⴧ䈱᭴ㅧ䈱ᣂ䈚䈇㕙䉅䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯ห৻㓸࿅䈮ዻ䈜
䉎2䈮䈧䈇䈩䉂䉎䈫䇮䈠䈱10䌾30䋦䈏䇮ㄭ䈇వ䈎䉌↢䈛䈢ㆮવ⊛ห৻ᕈ䈱䈅䉎㗔ၞ䉕ዋ
䈭䈒䈫䉅1䉦ᚲ䈜䉎䈖䈫䈏䉒䈎䉍䇮䉁䈢䇮䈅䉎⒟ᐲ㗫ᐲ䈱㜞䈇ᄙဳ䈪䈅䈦䈩䉅䇮䈠䈱1䋦એਅ
䈱SNP䈪䈲䇮⚵䉂឵䈋䈱㕖Ᏹ䈮ᄙ䈇㗔ၞౝ䈮䈅䉎䈖䈫䈏ਥ䈭ේ࿃䈪䇮䉺䉫ઃ䈔䈏ਇน⢻䈭䉅
䈱䈏䈅䉎䈖䈫䉅್䈚䈢䇯ㆮવሶ⚵䉂឵䈋䈲䇮 ㆮવሶㄝ䉇䇮䉁䈢⇣䈭䈦䈢ᯏ⢻䉕䉅䈧ㆮવሶ
䈱㑆䈪䈖䈦䈩䈇䉎䈏䇮䈠䉏䈡䉏䈱ㇱ䈮䉋䈦䈩䈠䈱㗫ᐲ䈮䈲㆑䈇䈏䈅䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈭䈦
䈢䇯䈘䉌䈮䇮㓸࿅㑆 䈪䈱⥄ὼㆬᛯ䈱ᒝᐲ䉇ᓇ㗀䈱㆑䈇䈏ේ࿃䈪䇮ห⟵䈱SNP䈮Ყ䈼䈩㕖ห⟵
SNP䈪ੱ⒳㑆䈪䈱Ꮕ䈏ᄢ䈐䈇䈖䈫䉅್䈚䈢䇯
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䊶䇸THBS2䇹䈱ㆮવሶᄙဳ䈮䉋䉍䇮⣶ᬁᬁ㑆᧼䊓䊦䊆䉝䈱⊒∝䈱䊥䉴䉪䈏⚂1.4䈮
䊶⊒䈚䈢䇸THBS2䇹ㆮવሶᄙဳ䈲䇮⚦⢩ᄖၮ⾰ಽ⸃㉂⚛䈱䇸MMP䇹䈫䈱⚿ว䈮ᓇ㗀
䊶䇸THBS2䇹䈫䇸MMP9䇹䈱ㆮવሶᄙဳ䉕ว䉒䈞ᜬ䈧䈫䇮⊒∝䈱䊥䉴䉪䈏⚂3.0䈮
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∛ේᓸ↢‛⥄േหቯ䉲䉴䊁䊛䋨RAPID䋩䈱㐿⊒

ᣂ⥝䊶ౣ⥝ᗵᨴ∝⎇ⓥὐᒻᚑ䊒䊨䉫䊤䊛

ⴊᷡ䈭䈬ណข䈚
ᤃ䈇↢᧚ᢱ䈎
䉌ᩭ㉄䈱⺞

454 ᄢኈ㊂⥄േ䉲䊷䉬
䊮䉰䊷⚂24ᤨ㑆䈪
20Mb䈱Ⴎၮ㈩ቯ

㒋ᄢᓸ⎇ㆮવᖱႎታ㛎䉶䊮䉺䊷㜞
ㅦᖱႎಣℂ䈮䉋䉎䉭䊉䊛ᬌ⚝

㪊㪍

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

SARSᵹⴕᤨ䇮ේ࿃䉡䉟䊦䉴䉕․ቯ䈜䉎䉁䈪ᢙ䊱䉕ⷐ䈚䈢䇯䈪䉅䉝䉳䉝䉇䉝䊐䊥䉦䉕ਛᔃ䈮䇮
Ფᐕᢙ࿁એ䈱ේ࿃ਇᗵᨴ∝䈱ᵹⴕ䋨䉝䉡䊃䊑䊧䉟䉪䋩䈏⊒↢䈚䈩䈍䉍䇮ේ࿃․ቯ䈏䈭䈘䉏䈭䈇
䉅䈱䉅ዋ䈭䈒䈭䈇䇯䈖䈉䈇䈦䈢ਇ∔ᖚ䈱ේ࿃䉕⇇䈮వ㚟䈔䈩․ቯ䈜䉎䈖䈫䈲䇮␠ળ⊛䉟䊮䊌䉪䊃
䈏ᄢ䈐䈇䈣䈔䈪䈭䈒䇮䌗䌈䌏╬࿖㓙ᯏ㑐䈫ᖱႎ䉕䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍ኻ╷䈻䈱ᄢ䈐䈭⽸₂䈫䈭䉎䇯
䉁䈢䇮䉟䊮䊄╬㐿⊒ㅜ࿖䈪䈲䇮ේ࿃ਇ䈱ਅ∯∝䈏ᄙ䈇䈖䈫䉅䉒䈎䈦䈩䈐䈩䈍䉍䇮䉝䉡䊃䊑䊧䉟
䉪ᤨ䈮㒢䉌䈝䇮ᐔᤨ䈮䈍䈇䈩䉅∛࿃䉕ᱜ⏕䈮․ቯ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮䉋䉍ലᨐ⊛䈭ᴦ≮ᴺ䈱ឭ᩺䈏น
⢻䈫䈭䉎㕙䈪䉅↪䈪䈅䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ᗵᨴ∝䈏⇼䉒䉏䉎ේ
࿃ਇ䈱ᖚ⠪䈱⊒↢

ᗵᨴ∝䈲ᄙ⒳ᄙ᭽䈭∛ේ䈮䉋䈦䈩ᒁ䈐䈖䈘䉏䉎䈏䇮䉝䉡䊃䊑䊧䉟䉪䈏⊒↢䈚䈢႐ว䇮䈠䈱
ᄢ䉕ᦨዊ㒢䈮ᛥ䈋䉎䈢䉄䈮䈲䇮ㄦㅦ䈮∛ේ䉕หቯ䈜䉎䈖䈫䈪䇮䉝䉡䊃䊑䊧䉟䉪䈱ᄢ䈱㒐
ᱛ╬䇮䈠䉏䈮හ䈚䈢ኻ╷䉕ታᣉ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉎䇯ᧄ⎇ⓥ䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭ᛛⴚ䈱ታ↪ൻ䈮
䉃䈔䈢╙৻ᱠ䈫䈚䈩䇮㜞䈒⹏ଔ䈘䉏䉎䇯

ᐔᚑ20ᐕᐲ䈮䇮ᄢ㒋ᄢቇᓸ↢‛⎇ⓥᚲ䋨ᓸ⎇䋩ၳବብᢎ䉕ਛᔃ䈫䈚䈢䉫䊦䊷䊒䈫䇮ℂൻ
ቇ⎇ⓥᚲ䋨ℂ⎇䋩䉭䊉䊛⑼ቇ✚ว䉶䊮䉺䊷䈫䈏ห䈪䇮ᓸ⎇䈱∛ේ䉭䊉䊛䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈫ℂ⎇
䈱㜞ㅦ䉲䊷䉬䊮䉰䊷䈮䉋䉎⸃ᨆᛛⴚ䉕⚿ว䈚䈢䇮ේ࿃∛ේਇ⹜ᢱ䈎䉌䈱∛ේᓸ↢‛⥄േ
หቯ䉲䉴䊁䊛䋨RAPID䋺Robotics Assisted Pathogen Identification䋩䉕㐿⊒䈚䇮䉱䊮䊎䉝䈱ᣂ⥝
ᗵᨴ∝䈫ᕁ䉒䉏䉎⊒↢䈮ᔕ↪䈘䉏䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䋭ℂ⎇䈱⸃ᨆᛛⴚ䈫ᄢ㒋ᄢቇ䈱∛ේ䉭䊉䊛䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱Ⲣว䋭

ᣂ⥝䊶ౣ⥝ᗵᨴ∝⎇ⓥὐᒻᚑ䊒䊨䉫䊤䊛
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࿖┙࿖㓙ක≮䉶䊮䉺䊷䈲䇮䊋䉪䊙䉟∛㒮䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䇮䊍䊃H5N1∝䈮䈧䈇䈩䇮䈠䈱ᗵᨴ᭽ᑼ䉇
∛ᘒ䉕⚦䈮⸃䈚䇮䈘䉌䈮H5N1䈵䈇䈩䈲ᣂဳ䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䈱⊒∝੍㒐䈫ᣂⷙᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒
䇮䈭䉌䈶䈮⥃ᐥ⎇ⓥ䈱✚ว⊛䈭ዷ㐿䉕࿑䈦䈩䈇䉎䇯䈠䈱ਛ䈪䇮 H5N1䉡䉟䊦䉴ㄦㅦ⸻ᢿ䉨䉾䊃䈮䈧
䈇䈩䈲䇮ᦨ⚳⹜ຠ䈱㊂↥䉕ᢛ䈋䇮ห䉡䉟䊦䉴䈏ᣂဳ䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴䈫䈭䈦䈢႐ว
䈱ᣧᦼ⸻ᢿᴺ䈫䈚䈩䇮䈠䈱↪ᕈ䈱ᬌ⸽䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

H5N1

H1N1

࿁㐿⊒䈚䈢H5N1㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉨䉾䊃䉕↪䈚䈩䇮
⇇䈪䈲䈛䉄䈩⥃ᐥᬌ䉋䉍䉡䉟䊦䉴ᬌ䈮ᚑഞ

ㄦㅦ⸻ᢿ䉨䉾䊃䈱ౖဳ⊛䈭⚿ᨐ

࿁㐿⊒䈚䈢H5N1㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉨䉾䊃䈫
ᓥ᧪ᴺ䈱Ყセ

H5N1䉡䉟䊦䉴䈮䈧䈇䈩䈲䇮ᣂဳ䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴ᩣ䈻ᄌ⇣䈚䇮䊌䊮䊂䊚䉾䉪䈮❬䈏䉎䈱
䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉㊀ᄢ䈭 ᔨ䈏䉁䈜䉁䈜Ⴧᄢ䈚䈩䈐䈩䈇䉎䇮ᧄ⎇ⓥ䈲䈠䈱ኻ╷䉕ㅢ䈛䈩ක
≮ஜ䇮⚻ᷣ䈮䈫䈬䉁䉌䈝࿖㓙⊛䈭⽸₂䈫䈭䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯

ᐔᚑ20ᐕᐲ䈮䇮࿖┙࿖㓙ක≮䉶䊮䉺䊷䉕ਛᔃ䈫䈜䉎⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈏䉟䊛䊉䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐䉞䊷
ᴺ䉕↪䈇䈩䇮㜞∛ේᕈ㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱H5N1䈱䊍䊃ᗵᨴ䉕ㄦㅦ䈮䋨15ಽ䋩䈚䈎䉅䊔䉾䊄䉰䉟䊄䉇
ᬌ∉ᚲ䈭䈬䈪◲ଢ䈮⸻ᢿ䈪䈐䉎䉨䉾䊃䉕㐿⊒䈚䇮䈠䈱↪ᕈ䈱㜞䈘䈏ᓟ⹏ଔᆔຬળ䈪⹏ଔ䈘
䉏䈢䇯䈜䈪䈮䇮䊔䊃䊅䊛ὐ䈮ሽ䈘䉏䈩䈇䉎䉡䉟䊦䉴ᬌ䇮⥃ᐥᬌ䈶ᖚ⠪ᬌ䈪䉨䉾䊃
䈏ല䈪䈅䉎䈖䈫䈱⏕䉕⚳䈋䈩䈇䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䋭䊔䉾䊄䉰䉟䊄䉇ᬌ∉ᚲ䈭䈬䈪ㄦㅦ䋨15ಽ䋩䈎䈧◲ଢ䈮⸻ᢿ䈪䈐䉎䉨䉾䊃䋭

㜞∛ේᕈ㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䌈䋵䌎䋱䊍䊃ᗵᨴ䈱ㄦㅦ⸻ᢿᴺ䉕㐿⊒
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ᓟ䈱⥃ᐥ⎇ⓥ䈱⛮⛯䈮䉋䉍䇮䉋䉍⦟䈇࿖᳃䈱QOL䈱ะ䈮ะ䈔䇮᭽䇱䈭∔ᖚ䈮ኻ䈜䉎ᾖ
࿁ᢙ䈱⍴❗䉇䇮⤟⤳≸╬䈱㔍ᴦ䈏䉖䈮ኻ䈜䉎䉋䉍⦟䈇ᴦ≮ᴺ䈱⏕┙䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮ᴦ≮䈱
㜞ᐲൻ䉇ⵝ⟎䈱ዊဳൻ䈮㑐䈜䉎ᛛⴚ㐿⊒䈶ᴦ≮䈱䈢䉄䈱↹⸻ᢿ䊶↢‛ቇ⊛⎇ⓥ╬䉕૬䈞
䈩ផㅴ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮৻ጀో䈪⏕ታ䈭㊀☸ሶ✢ᴦ≮䈏⏕┙䊶᥉䈚䇮࿖᳃䈱ᱫේ࿃䈱╙৻
䉕භ䉄䉎䈏䉖䈱స䈮⽸₂䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

ݎޒଚୟћѣѓсѾѸ̜ᆕуњѶ
ଆڠતౠߊџўѿчќрೡชщҀѓ
ѼкўຢўѶѢћѶ̜ᅿતದ
ᆑџѼѾాঝџрछౖщҀ७џ
ჱѾ̜෬ѢౠߊрҀѿѼкџў
їѓң̶ҫѶжѿ
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27ݷழ૽

ழ૽ాݷൽѢᆯ

ໍౕр҇Ѣᆑᆯ

☸ሶ✢ᴦ≮䈲䇮✢ᴦ≮䈱ਛ䈪䉅․䈮✢㊂䈱㓸ਛᕈ䈮ఝ䉏䇮ㄝ䈱ᱜᏱ⚵❱䈻䈱ᓇ㗀䈏ૐ
䈒↪䉅ዋ䈭䈇䈱䈪䇮ᄖ⑼ᚻⴚ䉇ൻቇ≮ᴺ䈮Ყ䈼䈩䈱⽶ᜂ䈏ዋ䈭䈒䇮ⴚᓟ䈱QOL䋨↢ᵴ䈱
⾰䋩䈏㜞䈇䇯․䈮䇮⚛䉟䉥䊮䉕↪䈚䈢㊀☸ሶ✢䈲䉣䉾䉪䉴✢䉇䉧䊮䊙✢䉋䉍䉅㜞䈇↢‛ലᨐ䉕
䉅䈧䈖䈫䈎䉌ᴦ≮ലᨐ䈏ᄢ䈐䈒䇮㕟ᣂ⊛䈭䈏䉖ක≮ᛛⴚ䈫䈚䈩䈠䈱ലᕈ䈏ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ක⎇䈮䈍䈇䈩䇮⇇ೋ䈱ක↪㊀☸ሶടㅦེ䈪䈅䉎㊀☸ሶ✢䈏䉖ᴦ≮ⵝ⟎䋨HIMAC䋩䈱㐿⊒䉕
ⴕ䈇䇮ᐔᚑ6ᐕ6䈮㊀☸ሶ✢ᴦ≮䈱⥃ᐥ⹜㛎䈏㐿ᆎ䈘䉏䈢䇯ᐔᚑ15ᐕ10䈮ෘ↢ഭ⋭䈮䉋䉎
㜞ᐲవㅴක≮䋨䈲వㅴක≮䋩䈮ᛚ䈘䉏䇮ක⎇䈮䈍䈔䉎ᴦ≮ᖚ⠪ᢙ䈲ᐔᚑ18ᐕ11䈮䈲
ᑧ䈼3,000ฬ䈮㆐䈚䇮ᐔᚑ19ᐕᐲᧃ䈮䈲3,800ฬ䇮ᐔᚑ20ᐕᐲᧃ䈮䈲4,500ฬ䉕⓭⎕䈚䈢䇯
ᴦ≮ᖚ⠪䈱Ⴧട䈮䈲䇮⢖䈏䉖䉇⢄⤳䈏䉖╬䈱∔ᖚ䈮ኻ䈜䉎ᾖ࿁ᢙ䋨ᴦ≮ᦼ㑆䋩䈱⍴❗ൻ䈱
ข⚵䈏ᄢ䈐䈒⽸₂䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮㔍ᴦᕈ䈱㛽エㇱ⡺⣲䉇䇮ᚻⴚ䈏ਇน⢻䈭㗡㗪ㇱ䈏䉖䈱ᴦ≮╬
䈪㜞䈇ᚑ❣䉕ᱷ䈜䈭䈬䇮ᴦ≮ታ❣䈮䈍䈇䈩䉅࿖ౝᄖ䈪䈱㜞䈇⹏ଔ䉕ᓧ䈩䈇䉎䇯

ᐔᚑ6ᐕ6䉋䉍䇮䋨⁛䋩✢කቇ✚ว⎇ⓥᚲ䋨એਅ䇮ක⎇䋩㊀☸ሶක⑼ቇ䉶䊮䉺䊷䋨㎨↰ᱜ䉶
䊮䉺䊷㐳䋩䈲䇮⇇ೋ䈱ක↪㊀☸ሶടㅦེ䋨HIMAC䋩䈮䉋䉎䈏䉖ᴦ≮䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯ᾖ࿁ᢙ䋨ᴦ
≮ᦼ㑆䋩䈱⍴❗ൻ䈱ข⚵╬䈮䉋䉍䇮ᴦ≮ᖚ⠪ᢙ䈲ᐔᚑ21ᐕᐲ䈮5,000ฬ䉕⓭⎕䈜䉎ㄟ䉂䈪䈅䉎䇯
䉁䈢䇮㔍ᴦᕈ∔ᖚ䈻䈱ᴦ≮╬䈪㜞䈇ᚑ❣䉕ᱷ䈜䈭䈬䇮ᴦ≮ታ❣䈮䈍䈇䈩䉅࿖ౝᄖ䈪㜞䈇⹏ଔ䉕
ᓧ䈩䈇䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䋭⇇৻䈱⥃ᐥ䊂䊷䉺䉕⫾Ⓧ䈚䈏䉖䈱స䈮ะ䈔⌕ታ䈮೨ㅴ䋭

䇸ಾ䉌䈝䈮ᴦ䈜䇹㊀☸ሶ✢䈏䉖ᴦ≮
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ᰴઍᾖᴺ䈱ታ䈮䉋䉍䇮᭽䇱䈭䈏䉖䈱ᒻ䈮ว䉒䈞䈩䊎䊷䊛䉕ᒻᚑ䈜䉎ᯏེ䈏ਇⷐ䈮䈭䉎
䈢䉄ᴦ≮䉮䉴䊃䉕ᷫ䈪䈐䇮ోㇱ䈮ኻ䈚䈩䈏䉖䈱⟎䊶ᒻ⁁䈱ᣣ䇱䈱ᄌൻ䉇ๆ䈮䉋䉎⒖േ
䈮ว䉒䈞䈢♖ኒ䈭ᾖ䈏น⢻䈮䈭䉎䈢䉄ᱜᏱ⤳ེ䈱ⵍ䈳䈒䉕ૐᷫ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䉁䈢䇮࿁
ォ䉧䊮䊃䊥䊷䈏ታ↪ൻ䈘䉏䉎䈫䇮ᾖ⟎䉄䈱ኈᤃൻ䈮䉋䉍ᴦ≮ቶ䈱භᤨ㑆䈏⍴❗䈘䉏䇮
ᣣᏫ䉍ᴦ≮䉅น⢻䈫䈭䉎䇯䈘䉌䈮ᾖᣇะ䉕⥄↱䈮ㆬᛯ䈪䈐䉎䈖䈫䈮䉋䉎㊀ⷐ⤳ེ䈻䈱✢㊂䈱
ૐᷫ䇮ᴦ≮บ䈱ᢳ䈏ਇⷐ䈮䈭䉎䈖䈫䈮䉋䉎ᖚ⠪⽶ᜂ䈱シᷫ䈏ታ䈜䉎䇯
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䈱⾰䋩䈏㜞䈇䇯․䈮䇮⚛䉟䉥䊮䉕↪䈚䈢㊀☸ሶ✢䈲䉣䉾䉪䉴✢䉇䉧䊮䊙✢䉋䉍䉅㜞䈇↢‛ല
ᨐ䉕䉅䈧䈖䈫䈎䉌ᴦ≮ലᨐ䈏ᄢ䈐䈒䇮㕟ᣂ⊛䈭䈏䉖ක≮ᛛⴚ䈫䈚䈩䈠䈱ലᕈ䈏ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ᐔᚑ20ᐕᐲ䈮䇮䉴䊘䉾䊃䉴䉨䊞䊮ᾖᴺ䈫ๆหᦼᾖᴺ䉕⚵䉂ว䉒䈞䈢ᰴઍᾖᴺ䈱㐿
⊒䉕ⴕ䈦䈢䇯ๆᕈ⒖േ⤳ེ䈮ኻ䈚䈩䉅䇮ᓥ᧪䈱䉋䈉䈮ᖚ⠪䇱ੱ䈱䈏䉖䈱ᒻ䈮ว䉒䈞䈩䊎䊷
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㶎1 䌦䌍䌒䌉䋺functional (ᯏ⢻⊛) Magnetic Resonance Imaging䋨⏛᳇㡆↹䋩䇯MRI䈮䉋䉎⣖ᵴേ䈱↹ൻᚻᴺ
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⎇ⓥ䉼䊷䊛䈪䈲䇮䊝䊂䊦േ‛䈪䈅䉎䉷䊑䊤䊐䉞䉾䉲䊠䉕↪䈇䇮ᖱേ䈫ᷓ䈒㑐䉒䉎䇸ᚻ✁ᩭ䋨䈢䈨
䈭䈎䈒䋩䇹䈫䈳䉏䉎⣖䈱ㇱ䈮ᵈ⋡䈚䇮䈖䉏䉁䈪⻘䈫䈘䉏䈩䈐䈢⣖䈱ฝ䈫Ꮐ䈱᭴ㅧ⊛䈭㆑
䈇䈏䇮⊒↢ᤨᦼ䈱⇣䈭䉎㪉⒳㘃䈱⚻⚦⢩䈱⺀↢䈮䉋䉍↢䉂䈘䉏䉎䈖䈫䉕⊒䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮
䈠䈱ಽሶ䊜䉦䊆䉵䊛䉕ត䉍䇮䈏⊒↢䈜䉎ᣧ䈇ᤨᦼ䈮䉎ାภ䈏䇮㕖ኻ⒓䈭⚻⚦⢩䈱⺀
↢䉕ᓮ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⇇䈪ೋ䉄䈩⓭䈐ᱛ䉄䈢䇯
ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮ㅴൻ䈱ㆊ⒟䈪䇮⣖䈱Ꮐฝ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䈚䈩⇣䈭䈦䈢ᯏ⢻䉕ᜬ䈧䉋䈉䈮䈭䈦䈢
䈎䉕䈧䈎䉃ᣂ䈢䈭⍮䈪䈅䉎䇯䈘䉌䈮䇮⣖䈱Ꮐฝ㕖ኻ⒓ᕈ䈲䇮ᯏ⢻ಽᜂ䈮䉋䉍ᖱႎಣℂ䉕ല₸
ൻ䈜䉎৻ᣇ䇮㕖ኻ⒓ᕈ䈱ᣇะ䋨ฝ䈐䉇Ꮐ䈐䋩䉇㕖ኻ⒓䈱⒟ᐲ䋨䈬䈱⒟ᐲᏀฝᏅ䈏䈅䉎䈱
䈎䋩䉕ㅢ䈛䈩䇮␠ળⴕേ䈮䉂䉌䉏䉎ද⺞ᕈ䉕ᓮ䈚䈩䈇䉎䈫䉅䈘䉏䇮䈖䈱䉋䈉䈭⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䉎
䈪ജ䈭ᚻ䈏䈎䉍䈮䈭䉎䇯

ᐔᚑ䋱䋹ᐕ䋱䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⣖⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷⊒↢ㆮવሶᓮ⎇ⓥ
䉼䊷䊛䈱ጟᧄੳ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䇮⋧Ỉ⑲♿⎇ⓥຬ䉌䈲䇮⊒↢↢‛ቇ䉇ㆮવቇ䈱ಽ㊁䈪䊝䊂䊦
േ‛䈫䈚䈩ᵈ⋡䈘䉏䉎䊝䊂䊦േ‛䇮䉷䊑䊤䊐䉞䉾䉲䊠䉕↪䈇䈩䇮⣖䈱ฝ䈫Ꮐ䈱᭴ㅧ䈱㆑䈇䉕
↢䉃⊒↢䊜䉦䊆䉵䊛䉕ಽሶ䊧䊔䊦䈪⸃䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

⣖䈱ฝ䈫Ꮐ䈱᭴ㅧ䈱㆑䈇䉕↢䉂䈜ಽሶ䊜䉦䊆䉵䊛䉕⸃
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Mermaid䉕䈦䈩శቇ⊛䈮᷹ቯ䈘䉏䈢䇮
ᔃ╭⚦⢩䈱⥄⊒⊛䈭⤑㔚ᄌൻ

㪋㪏
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㜞ᗵᐲ䈱Ⱟశᕈ⤑㔚䊒䊨䊷䊑䈏䇮ᔃ⤳䈱╭⡺⚦⢩䈪䈱⊒䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉏䈳䇮ᔃ⤳䈱㔚᳇
↢ℂ䈱⎇ⓥ䈮ᓎ┙䈧䉿䊷䊦䈫䈚䈩ᵴべ䈜䉎䇯䈾䈎䈮䉅䇮㕖⥝ᅗᕈ䈱⚦⢩⒳䈪䉅⊒䈜䉎䈖䈫䈏䈪
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㪭㪪㪧䈲㕖⥝ᅗᕈ䈱⚦⢩⒳䈮䉅⊒䈏ᬌ䈘䉏䈩䈍䉍䇮䈠䈉䈚䈢ሽ䈱ᗧ⟵䈮ㄼ䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

Mermaid䈱᭴ㅧᮨᑼ࿑

⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮䊖䊟䈱⤑㉂⚛䉺䊮䊌䉪⾰䈎䉌ข䉍䈚䈢⤑㔚䉶䊮䉰䊷䈮䇮ᴒ✽䈪ណ㓸䈚䈢
䉰䊮䉯䉕᧚ᢱ䈮㐿⊒䈚䈢㪉⒳㘃䈱Ⱟశ䉺䊮䊌䉪⾰䉕⚵䉂䉏䈩䇮Ⱟశᕈ⤑㔚ᗵฃᕈ䊒䊨䊷䊑
䉕㐿⊒䈚䈢䇯⤑㔚䉶䊮䉰䊷䉅Ⱟశ䉺䊮䊌䉪⾰䉅䈮ᣣᧄ䈪ⴕ䉒䉏䈢⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䈪䇮㐿⊒䈚䈢
䊒䊨䊷䊑䉕䇸㪤㪼㫉㫄㪸㫀㪻䋨䊙䊷䊜䉟䊄䋩䇹䈫ฬ䈚䈢䇯㪤㪼㫉㫄㪸㫀㪻䉕ㆮવ⊛䈮⊒䈘䈞䉎䈖䈫䈪䇮⣖䉇ᔃ⤳
䈭䈬䇮⥝ᅗᕈ䈱⚦⢩䈎䉌᭴ᚑ䈘䉏䉎ེቭ䇮⚵❱䈮䈍䈔䉎㔚᳇ᵴേ䈱శቇ↹䉕ขᓧ䈜䉎䈖䈫䈏
䈪䈐䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯 䉁䈢䇮േ‛䈻䈱ㆡ↪䉕ㅢ䈚䈩䇮⣖⚻♽䈭䈬䈮䈍䈔䉎ㅦ䈇㔚᳇ᵴേ
䈱䊌䉺䊷䊮䉕㜞♖⚦䈮ⷰኤ䈜䉎Ⱟశ䉟䊜䊷䉳䊮䉫ᛛⴚ䈏㆐ᚑ䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋷䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ⣖⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷⚦⢩ᯏ⢻ត⚝ᛛⴚ㐿
⊒䉼䊷䊛䈱ች⣁ᢕผ䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䈫╴⑲⎇ⓥຬ䈫⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥᯏ᭴䊶↢ℂቇ⎇ⓥᚲ䈱
ጟᐽมᢎ䈫㒢ળ␠䉝䊙䊦䉧䊛䉌䈲䇮䉰䊮䉯↱᧪䈱Ⱟశ䉺䊮䊌䉪⾰䈫䊖䊟↱᧪䈱⤑㔚
䉶䊮䉰䊷䈫䉕⚵䉂ว䉒䈞䈩䇮⚐䉺䊮䊌䉪⾰ᕈ䈱⤑㔚ᗵฃᕈⰯశ䊒䊨䊷䊑䈱ᗵᐲ䉕⪺䈚䈒ะ
䈘䈞䇮⚻⚦⢩䉇╭⡺⚦⢩䈱⥝ᅗ⽎䉕นⷞൻ䈜䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ᣂᄸⰯశ䉺䊮䊌䉪⾰䉕⚵䉂䉏䈩
⤑㔚ᗵฃᕈ䊒䊨䊷䊑䈱ᗵᐲะ
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䈖䉏䉌䈱ታ㛎േ‛䈪䈱⎇ⓥ䉕䇮䊍䊃䈱⚻ᔃℂቇ⊛⎇ⓥ䇮㕖ଚⷅ⸘᷹ᴺ䈮䉋䉎⣖ᵴേ⸘᷹
ᴺ䈱⎇ⓥ䈫⚵䉂ว䉒䈞䈩䈘䉌䈮ዷ㐿䈚䈩䈇䈒䈫䇮ਥ䈮೨㗡ㅪว㊁䈱ᯏ⢻㓚ኂ䈮䉋䉍䈖䉎䈫⠨
䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇮♖∔ᖚ䈱∔∛䊜䉦䊆䉵䊛⸃䈮䈧䈭䈏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
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࿑䋺5⒳㘃䈱ᄢ⣖⊹⾰⎕უ㗔ၞ

3䈧䈲ᄢ⣖䉕Ꮐ䈎䉌䈢
࿑䇯Ꮐਅ䈲ᄢ⣖䉕ਅ䈎䉌䈢࿑䇯
ฝਅ䈲ᄢ⣖䉕ౝ䈎䉌䈢࿑䇯
⎕უ䈱▸࿐䉕Ἧ⦡䈪␜䈜䇯

⣖⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷⍮ᯏ⢻⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮⧷࿖䊶䉥䉾䉪䉴䊐䉤䊷䊄ᄢቇ䈱⎇ⓥ⠪
䈫දജ䈚䇮䈖䉏䉌䈱⻉㗔ၞ䈏䈠䉏䈡䉏⁛⥄䈱ᯏ⢻䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕⊒䈚䈢䇯⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮
⣖៊்ᖚ⠪䈱⥃ᐥ႐䈪䉋䈒䉒䉏䈩䈇䉎䇸䉡䉞䉴䉮䉲䊮䉦䊷䊄ಽ㘃䊁䉴䊃䇹䉕න⚐ൻ䈚䈢ⴕേ
⺖㗴䉕⠨᩺䈚䈩䉰䊦䉕⸠✵䈚䇮㗔ၞ䉕ㆬᛯ⊛䈮⎕უ䈚䈩ᯏ⢻䈱㆑䈇䉕⺞䈼䈢䇯
䈠䈱⚿ᨐ䇮ਥḴ㗔ၞ䈏⁁ᴫ䈮ᦨ䉅ㆡว䈚䈢ⴕേⷙೣ䉕ᬺ⸥ᙘ䈮ᜬ䈜䉎䈖䈫䉇䇮⌒┃⊹
⾰㗔ၞ䈏ႎ㈽⚻㛎䈮ၮ䈨䈐ⷙೣ䈱ਥⷰ⊛ଔ୯䉕⚛ᣧ䈒㜞䉄䉎䈭䈬䇮䈠䉏䈡䉏䈱㗔ၞ䈏⇣䈭䉎
ᯏ⢻䉕⊒ើ䈚䈩䇮⺖㗴䈱ㆀⴕ䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈏ಽ䈎䈦䈢䇯
䈖䈱⚿ᨐ䈲䇮৻ಽ⸃ਇน⢻䈮䈋䉎ⴕേ䈱㜞ᰴᓮ䈱䊜䉦䊆䉵䊛䉇䇮㔤㐳㘃․䈱⾫䈒ᨵ
エ䈭ⴕേ䈱ᚑ䉍┙䈤䈱⸃䈻䈫䈧䈭䈏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䋨㪪㪺㫀㪼㫅㪺㪼䇮ᐔᚑ㪉㪈ᐕ㪎䋩

㪌㪇

⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ ᚑ

⣖䈱ᖱႎಣℂ䈱ᱜ⏕䈘䉕⸽䈜䉎ᩮᐙ䈱⚵䉂䈫⠨䈋䉌䉏䉎䉲䊅䊒䉴䉺䉫ᯏ᭴䉕ታ⸽䈜䉎䈫䈫
䉅䈮䇮䉲䊅䊒䉴䉺䉫䈱ታᘒ䉕⸃䈚䈢䈖䈫䈪䇮⸥ᙘ䈱ᒻᚑ䈱䉂䈭䉌䈝䇮⣖ᯏ⢻䉕ᩮᧄ⊛䈮ℂ⸃䈜
䉎䈢䉄䈱⎇ⓥ䈮ᄢ䈐䈒⽸₂䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䉁䈢䇮ᔃ⊛ᄖ்ᓟ䉴䊃䊧䉴㓚ኂ䋨䌐䌔䌓䌄䋩ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒䉇䇮ㅪว⸥ᙘ䈮㗴䈏䈅䉎♖∔ᖚ䈱
ᴦ≮ᴺ䈱㐿⊒䇮⣖තਛ䈭䈬䈱ᓟ䈱䊥䊊䊎䊥䊁䊷䉲䊢䊮ല₸䈱ᡷༀ䇮䈘䉌䈮䈲䇮⣖ဳ⸥ᙘ⚛ሶ䈱㐿
⊒䈭䈬ᄙ䈒䈱ᔕ↪⎇ⓥ䈏⊒ዷ䈜䉎䉅䈱䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

⚦⢩䈪วᚑ䈘䉏䈢⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䋨㤥
ਣ䋩䈲᮸⁁⓭䈮ㆇ䈳䉏䉎䈏䇮↪䈘䉏䈩䈇
䈭䈇䉲䊅䊒䉴ㇱ䈱䉴䊌䉟䊮䈮䈲䉏䈭䈇
䋨᳓⦡䈱㐽䈛䈢䊄䉝䋩䇯৻ᣇ䇮䉲䊅䊒䉴䈱વ㆐
ല₸䈏ઍ䉒䉎ೝỗ䋨Ⓑᆄဳ⍫ශ䋩䉕ฃ䈔䈢䉲
䊅䊒䉴ㇱ䈱䉴䊌䉟䊮䈪䈲䈖䈱䊄䉝䈏㐿䈐
䋨⿒䋩䇮ャㅍ䈘䉏䈩䈐䈢䈢䉖䈴䈒⾰䈏䉴䊌䉟䊮
䈱ਛ䈮䉏䉎䈱䈪䇮䉲䊅䊒䉴䈮⌕䈚䈩ᯏ⢻
䈪䈐䉎䇯

䉲䊅䊒䉴䉺䉫䈱ታ

ᧄ⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴䈱ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ 㪚㪩㪜㪪㪫䈱ᚑᨐ䈪䈅䉎䇯
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䈩䈇䉎䇯৻䈧䈱⚻⚦⢩䈲ᄙ䈒䈱⸥ᙘ䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉎䈏䇮⸥ᙘ䈗䈫䈮⇣䈭䉎䉲䊅䊒䉴䉕䈇ಽ
䈔䉎䈖䈫䈪䇮䇱䈱⸥ᙘ䉕ᷙห䈞䈝䈮ᱜ⏕䈮ሽ䈚䈩䈇䉎䈫⠨䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯㐳ᦼ㑆ሽ䈘䉏
䉎⸥ᙘ䈪䈲䇮䈠䈱⸥ᙘ䈮ኻᔕ䈜䉎․ቯ䈱䉲䊅䊒䉴䈮⚦⢩䈎䉌⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䈏㈩㆐䈘
䉏䉎䈖䈫䈪䈠䈱䉲䊅䊒䉴䈱䈐䈱ᄌൻ䈏ᜬ⛯䈚䇮⸥ᙘ䈏ᱜ䈚䈒㐳ᦼ㑆ሽ䈘䉏䉎䈫⠨䈋䉌䉏䇮․
ቯ䈱䉲䊅䊒䉴䈱䉂䈮⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䉕㈩㆐䈚䇮䈎䈞䉎⚵䉂䈫䈚䈩䉲䊅䊒䉴䉺䉫⺑䈏
ឭ໒䈘䉏䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚䇮䉺䉫䈱ታ䈏ਇ䈪䇮⺑䈱ᅷᒰᕈ䉅ታ⸽䈘䉏䈩䈇䈭䈎䈦䈢䇯
ᧄ⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮Vesl-1S䈫䈇䈉⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䈮✛⦡Ⱟశ䈢䉖䈴䈒⾰䋨GFP䋩䋳䋩䉕Ⲣ
ว䈘䈞䉎䈖䈫䈪䇮⚻⚦⢩ౝ䈮䈍䈔䉎⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䈱ዪ䉕นⷞൻ䈚䈩䇮䈖䈱ಽሶ䈱
േ䉕⸃ᨆ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⸥ᙘ㑐ㅪ䈢䉖䈴䈒⾰䈲⚦⢩ౝో䈩䈮㈩㆐䈘䉏䈢ᓟ䇮䈠䈱ᤨ䈮↪䈘
䉏䈩䈇䈢䉲䊅䊒䉴䈣䈔䈮ข䉍ㄟ䉁䉏䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯䈖䉏䈮䉋䉍䇮䉲䊅䊒䉴䉺䉫⺑䈏ᱜ䈚
䈇䈖䈫䉕ታ⸽䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮䉲䊅䊒䉴䉺䉫䈱ታ䈏䇮䉲䊅䊒䉴ᓟㇱ䈱䉴䊌䉟䊮䈱䉍ญ䈮䈅䉎
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࿁䇮ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䋨⏴⎇ⓥᚲ䋩䈱శᣉ⸳㵰㪪㪧㫉㫀㫅㪾㪄㪏㵱䈱䉺䊮䊌䉪⾰⚿᥏᭴ㅧ⸃ᨆ䊎䊷
䊛䊤䉟䊮䉕↪䈇䈩䇮䉳䊔䊧䊥䊮䈫䉟䊈䈱䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈱ⶄว᭴ㅧ䉕⸃ᨆ䈚䇮䉳䊔䊧䊥䊮䉕
⼂䈜䉎䊜䉦䊆䉵䊛䉕⸃䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮䉟䊈䈫䉲䉻䈱䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈱┙᭴ㅧ䉕Ყセ䈜䉎䈖
䈫䈮䉋䉍䇮ਔᬀ‛⒳㑆䈪䈱䉳䊔䊧䊥䊮ᔕᕈ䈱㆑䈇䉕䉅䈢䉌䈚䈩䈇䉎ℂ↱䈏䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯䈖
䉏䉌䈱ᚑᨐ䈎䉌䇮ᬀ‛䈲ㅴൻ䈱ㆊ⒟䈪䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䉕ᡷ⦟䈚䈩䇮䉋䉍Ꮑᅱ䈮↢㐳䉕䉮䊮䊃
䊨䊷䊦䈜䉎⚵䉂䉕り䈮䈧䈔䈩䈐䈢䈖䈫䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯䋨㪥㪸㫋㫌㫉㪼䇮ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋱䋱䋩
䉁䈢䇮䈖䉏䉌䈱⍮䉕ၮ䈮䇮䉳䊔䊧䊥䊮ᔕᕈ䈏ᄌൻ䈚䈢ฃኈ䈱䈮䉅ᚑഞ䈚䈩䈇䉎䇯
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ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䉺䊷䉭䉾䊃䉺䊮䊌䉪⎇ⓥ䊒䊨䉫䊤䊛

ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋱䋱䇮ฬฎደᄢቇ↢‛ᯏ⢻㐿⊒↪⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱᧻ጟାᢎ䉌䈲䇮ᬀ‛↢㐳
䊖䊦䊝䊮䇮㵰䉳䊔䊧䊥䊮㵱䈱ฃኈ䈱┙᭴ㅧ䉕ቯ䈚䇮䉟䊈䈱䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈏䈬䈱䉋䈉䈮䉳
䊔䊧䊥䊮䈫⚿ว䈜䉎䈱䈎䉕⸃䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮䉟䊈䈫䉲䉻䈱䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈱┙᭴ㅧ䉕Ყセ
䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈏↢㐳䊖䊦䊝䊮䈪䈅䉎䉳䊔䊧䊥䊮䈮㍈ᢅ䈮ᔕ䈜䉎⢻ജ䉕
₪ᓧ䈚䈩䈐䈢䈫䈇䈉ㅴൻ䈱৻┵䉕⸃䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䉳䊔䊧䊥䊮ฃኈ䈱᭴ㅧ䈏䉌䈎䈮

䌾ᬀ‛䈱⥄䈭↢㐳⺞▵䉕น⢻䈮䈜䉎䇸╙2䈱✛䈱㕟䇹䈱䌾

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

Trypanosoma cruzi 䉳䊍䊄䊨䉥䊨䊃㉄䊂䊍䊄䊨䉭䊅䊷䉷 (DHOD)䊶䉳䊍䊄䊨䉥䊨䊃㉄ⶄว䈱⚿᥏᭴ㅧ

䈘䉌䈮䇮วᚑ䈚䈢ൻว‛䈱ਛ䈮䈲䇮䈖䉏䉁䈪⍮䉌䉏䈩䈇䉎㒖ኂ䉋䉍ఝ䉏䈢ലᨐ䉕䉅䈧ൻว‛
䈏䈇䈒䈧䈎䈘䉏䈩䈍䉍䇮DHOD䈱᭴ㅧ䈏䈖䉏䉌䈱ᣂ䈚䈇㒖ኂ䈮䉋䈦䈩ᄢ䈐䈒ᄌൻ䈚䈩䈇䉎
᭽ሶ䉅᷹ⷰ䈘䉏䈩䈇䉎䇯

ർᢎ䉌䈲䇮䈖䉏䉌䈱⚿᥏᭴ㅧ䈎䉌䇮ᓸ㊂䋨㱘㪤એਅ䋩䈪㉂⚛ᵴᕈ䉕㒖ኂ䈜䉎ൻว‛䉕ഃ
䈜䉎น⢻ᕈ䉕䈇䈣䈚䇮䉮䊮䊏䊠䊷䉺䉕ᵴ↪䈚䈩ഃ⮎䈱ၮ䈫䈭䉎ൻว‛䉕ត⚝䈜䉎㫀㫅㩷㫊㫀㫃㫀㪺㫆 䉴䉪
䊥䊷䊆䊮䉫䉕⚻䈩䇮㉂⚛ᵴᕈ䈱䉂䈭䉌䈝䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙ේ⯻䈱↢⢒䉕㒖ኂ䈜䉎ൻว‛䉕ขᓧ䈚
䈢䇯ᧄൻว‛䈲䇮䊍䊃䈱DHOD䈱㉂⚛ᵴᕈ䈮ᓇ㗀䉕䈿䈘䈝䇮䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙ේ⯻䈱 DHOD 䈱
䉂䈮․⇣⊛䈮⚿ว䈜䉎䉥䊨䊃㉄⺃ዉ䈪䈅䉎䈢䉄䇮᛫䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙⮎䈱㐿⊒䈮⽸₂䈜䉎䈖䈫
䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䋨Biochemistry䇮ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋱䋰䋩

ᐔᚑ䋲䋰ᐕ䋱䋰䇮᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮කቇ♽⎇ⓥ⑼䈱ർẖᢎ䉌䈲䇮ਛධ☨䈱䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙∝
䈱∛ේ䈪䈅䉎 Trypanosoma cruzi 䋨䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙ේ⯻䋩䈱↢ሽ䈮ᔅ㗇䈭ᩭ㉄↢วᚑ㉂⚛䈱
䋱䈧䈪䈅䉎䉳䊍䊄䊨䉥䊨䊃㉄䊂䊍䊄䊨䉭䊅䊷䉷䋨DHOD䋩䈮․⇣⊛䈮⚿ว䈚䇮䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙ේ⯻䈱
↢⢒䉕㒖ኂ䈜䉎䉥䊨䊃㉄⺃ዉ䉕ᣂ䈚䈒⸳⸘䊶วᚑ䈚䇮䈠䈱⚿᥏᭴ㅧ䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙∝䈱∛ේ㵰䊃䊥䊌䊉䉸䊷䊙ේ⯻㵱䈱↢⢒䉕․⇣⊛
䈮㒖ኂ䈜䉎䉳䊍䊄䊨䉥䊨䊃㉄⣕᳓⚛㉂⚛㒖ኂ䈱ಽሶ⸳⸘
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㪍㪊

㪍㪋

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䉭䊉䊛䊪䉟䊄䈭⸃ᨆ䈮䉋䉍⎕㛽⚦⢩ಽൻ䈱ᣂ䈢䈭ಽሶᓮᯏ᭴䉕⸃䈚䇮ㆇേེ∔ᖚ䈱ᣂ䈢䈭
ᴦ≮ၮ⋚䉕⏕┙䈚䈢䇯

䉟䊮䉲䊠䊧䊷䉺䊷䈱⟎䈏หቯ䈘䉏䈢䈖䈫䈪䇮䉭䊉䊛䉕⊒䊑䊨䉾䉪䈮ಾ䈦䈩ℂ⸃䈜䉎䈖䈫䈏น
⢻䈫䈭䉍䇮ⶄ㔀䈭ォ౮䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕⸃䈐䈎䈜䈪ᔅ㗇䈪䈅䉎ㆮવሶ⊒᭴ㅧ䈱ၮᧄ⸳⸘࿑䉕
ᚻ䈮䉏䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯

䋨࿑䋺RANK䋭Btk/Tec䉕ਛᔃ䈫䈚䈢⎕㛽⚦⢩ಽൻᲑ㓏䈱േ⊛PPI䊈䉾䊃䊪䊷䉪䋩

⎕⚦⢩೨㚟⚦⢩䈮䈍䈔䉎䉼䊨䉲䊮䉨䊅䊷䉷䋨㉂⚛䈱৻⒳䋩䈱mRNA㊂䉕䉳䊷䊮䉼䉾䊒䈮
䉋䉍⸃ᨆ䉕ⴕ䈦䈢䈫䈖䉐䇮Tec䊐䉜䊚䊥䊷䉼䊨䉲䊮䉨䊅䊷䉷Btk䈍䉋䈶Tec䈱⊒䈏㜞䈇䈖䈫
䈏್䈚䇮Tec/Btk䉻䊑䊦䊉䉾䉪䉝䉡䊃䊙䉡䉴䉕↪䈇䈢⸃ᨆ䈮䉋䉍䈖䉏䉌䈱䉨䊅䊷䉷䈏⎕㛽
⚦⢩䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䈖䈫䉕䈚䈢䇯䉁䈢䇮䈖䉏䉌䈱䉨䊅䊷䉷䈏PLCJ—䉦䊦䉲䉡䊛䉲䉫䊅
䊦—NFATc1⚻〝䈱ᵴᕈൻ䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈫䈭䈦䈢䇯䈘䉌䈮䇮䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷
䉪䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈪㐿䈘䉏䈩䈇䉎䉺䊮䊌䉪⾰—䉺䊮䊌䉪⾰㑆⋧↪䋨PPI䋩ᖱႎ䈫⚻ᤨ⊛䈭
ㆮવሶ⊒ᖱႎ䉕Ⲣว䈘䈞䈢േ⊛PPI䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕᭴▽䇮⸃ᨆ䉕ⴕ䈦䈢⚿ᨐ䇮Tec/Btk䈲
SLP䉝䉻䊒䉺䊷䉺䊮䊌䉪䉇PLCJ䈫ⶄว䉕ᒻᚑ䈜䉎䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯ታ㓙䈮䇮in vitro䈱
⸃ᨆ䉋䉍䇮Tec/Btk䈲SLP䉝䉻䊒䉺䊷䉺䊮䊌䉪䈫⚿ว䈜䉎䈖䈫䉕␜䈚䇮䈘䉌䈮SLP䉝䉻䊒䉺䊷䉺
䊮䊌䉪䈱⎕㛽⚦⢩ಽൻ䈮䈍䈔䉎ᔅ㗇ᕈ䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯
ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮☨࿖䈱⑼ቇ㔀䇺Cell䇻 (Cell 132: 794-806,2008)䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯
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䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊒䊨䉳䉢䉪䊃

ᐔᚑ20ᐕ䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ᧲੩ක⑼ᱤ⑼ᄢቇ䈱㜞ᩉᐢᢎ䉌䈲䇮䉭䊉䊛䊪䉟䊄䈭⊒ᖱ
ႎ䉕䉅䈫䈮⎕㛽⚦⢩ಽൻ䈮ᔅ㗇䈭䉼䊨䉲䊮䉨䊅䊷䉷䈫䈚䈩Tec/Btk䉕หቯ䈚䇮⎕㛽⚦⢩ಽ
ൻ䈱䊙䉴䉺䊷ォ౮࿃ሶNFATc1䈱ᵴᕈᓮ䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉎䈖䈫䇮䉁䈢Tec/Btk—SLP䉝䉻
䊒䉺䊷䉺䊮䊌䉪—PLCJⶄว䉕หቯ䈜䉎䈭䈬䇮⎕㛽⚦⢩ಽൻ䈮ᔅ㗇䈭䉲䉫䊅䊦䊈䉾䊃䊪䊷
䉪䉕⸃䈚䈢䈫䈇䈉⎇ⓥᚑᨐ䉕⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

Tec䊐䉜䊚䊥䊷䉼䊨䉲䊮䉨䊅䊷䉷䈮䉋䉎
⎕㛽⚦⢩ಽൻᓮᯏ᭴䈱⸃

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䉮䊍䊷䉲䊮䈲䈖䉏એಽⵚ䈜䉎ᔅⷐ䈏䈭䈇ᔃ⤳䇮⣖䉕䉄䈢䈅䉍䈫䈅䉌䉉䉎⤳ེ䈪⊒
䈚䈩䈍䉍䇮䉁䈢䇮䈠䈱ᄌ⇣䈏䉮䊦䊈䊥䉝•䊂•䊤䊮䉭∝⟲(CdLs)╬䈱ㆮવ∛䋨㊀ᐲ䈱྾⢇䇮
⚻䈱⊒㆐㓚ኂ䈏䈉䋩䉕ᒁ䈐䈖䈜䈖䈫䈏⍮䉌䉏䈩䈇䈢䈏䇮䈖䈱⊒䈮䉋䉍䇮䉮䊍䊷䉲䊮
䈏䉟䊮䉲䊠䊧䊷䉺䊷䋨ㆮવሶ䉕ಾ䉎ಾ䉍ო䋩䈫䈚䈩䇮䈠䈱ಽ㈩䈮䈍䈔䉎ᯏ⢻䈫䈲⁛┙䈮
ォ౮ᓮ䈮ᯏ⢻䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏␜䈘䉏䇮ォ౮ᓮ⇣Ᏹ䈮䉋䉍CdLs䈏ᒁ䈐䈖䈘䉏䉎䈖䈫䈏
ᒝ䈒␜䈘䉏䈢䇯
ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮☨࿖䈱⑼ቇ㔀䇺Nature䇻 (Nature 451: 796-801,2008)䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯

ᐔᚑ20ᐕ䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ᧲੩Ꮏᬺᄢቇ䈱⊕㜯సᒾᢎ䉌䈲䇮ォ౮䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ಽሶ
ታᘒ䉕✂⟜⊛䈮⸃䈜䉎䈼䈒㐿⊒䈚䈩䈐䈢䇮䊍䊃䉭䊉䊛䈱䉺䊮䊌䉪⾰䈱േ䈐䉕✂⟜⊛䈮⸃
ᨆ䈜䉎䉭䊉䊛ቇ⊛ᣇᴺ䋨ChIP-chipᴺ䋩䉕↪䈇䈩䇮ᨴ⦡ಽ㈩䈱ᤨ䈮䈒䇸䉮䊍䊷䉲䊮䇹䈫䈇䈉
䉺䊮䊌䉪⾰䈱䊍䊃䉭䊉䊛䈪䈱⚿วㇱ䉕ቯ䈚䈢䈫䈖䉐䇮䊍䊃䈱ో䉭䊉䊛䈱⚂8,000䉦ᚲ
䈱㗔ၞ䈮⚿ว䈚䇮䉟䊮䉲䊠䊧䊷䉺䊷䈫䈚䈩䈇䈩䈇䉎䈖䈫䉕䈧䈐䈫䉄䈢䈫䈇䈉⎇ⓥᚑᨐ䉕⊒
䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䉟䊮䉲䊠䊧䊷䉺䊷䉺䊮䊌䉪䈱⊒
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࿑䋲 Tysnd1䈮䉋䉎䊒䊨䉶䉾䉲䊮䉫䉕ฃ䈔䈩䇮㉂⚛䈏
ᚑᾫ䈚ળว䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍⢽⢌㉄ઍ⻢ല₸䉕䈅䈕䉎
⺑

㪍㪌

䈖䈱⊒䈲䇮⢽⢌㉄ઍ⻢䈮㑐䉒䉎∔ᖚ䇮䈋䈳䇮⢈ḩ䇮⢽⢌⢄䇮㜞⢽ⴊ∝䈱ᴦ≮䉇ഃ⮎䈮䈧䈭
䈏䉎ᄢ䈐䈭ᚻ䈏䈎䉍䈫䈭䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮䉭䊉䊛䊪䉟䊄䈭䉝䊒䊨䊷䉼䈎䉌ታ㓙
䈮⢽⾰ઍ⻢䉕ᜂ䈉㉂⚛䉕੍᷹䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉍䇮䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪⸃ᨆ䈱ലᕈ䉕ታ⸽䈚䈢ᅢ䈫
⸒䈋䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

࿑䋱 ⢽⢌㉄䈱㱎䋭㉄ൻ⚻〝䈫Tysnd1䈏䊒䊨䉶䉾䉲䊮
䉫䉕ⴕ䈉㉂⚛

৻⥸䈮DNA䈱ฦㆮવሶ䈱ᵹၞ䈮䈲䇮᭽䇱䈭ォ౮࿃ሶ䈏䈠䈱ㆮવሶ䈱ォ౮ᵴᕈ䉕
⺞▵䈜䉎䈢䉄䈱⼂㈩䉕䈜䉎䈖䈫䈏⍮䉌䉏䈩䈍䉍䇮⢽⾰ઍ⻢䈮ᭂ䉄䈩㊀ⷐ䈭䈐䉕ᜬ
䈧PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor)䊐䉜䊚䊥䊷䈲PPRE (PPAR
response element)䈫䈳䉏䉎㈩䉕⼂䈜䉎䈏ᜰ៰䈘䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈪䈲䇮
䊋䉟䉥䉟䊮䊐䉤䊙䊁䉞䉪䉴䈱⸃ᨆᛛⴚ䉕↪䈇䈩䇮DNAᵹၞ䈮PPRE䉕ᜬ䈧ㆮવሶ䉕✂⟜
⊛䈮䈚䇮䈠䈱ਛ䈱䈇䈒䈧䈎䈮䈧䈇䈩䈲䇮ታ㓙䈮PPAR䊐䉜䊚䊥䊷䈮䉋䈦䈩䇮䈠䈱ㆮવሶ
䈱ォ౮ᵴᕈ䈏⺞▵䈘䉏䉎䈎䈬䈉䈎䈱ᬌ⸽ታ㛎䉕ⴕ䈦䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮㐳㎮⢽⢌㉄ઍ⻢䉕
ᜂ䈉⚦⢩ౝዊེቭ䈪䈅䉎䊕䊦䉥䉨䉲䉸䊷䊛䈪䈲䇮㐳䈇㎮㐳䈱⢽⢌㉄Ά䈮㑐䉒䉎ਥⷐ䈭
㉂⚛䈏䇸䊒䊨䉶䉾䉲䊮䉫䇹䈫䈇䈉ಾᢿ䉕ฃ䈔䉎䈖䈫䈪ᵴᕈൻ䈜䉎䈖䈫䈏ႎ๔䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮
Tysnd1䈏䈠䈱䊒䊨䉶䉾䉲䊮䉫䉕ᜂ䈉䇸䊕䊦䉥䉨䉲䉸䊷䊛䊒䊨䉶䉾䉲䊮䉫㉂⚛䋨PPP䋩䇹䈪䈅䉎
䈖䈫䈏ೋ䉄䈩⊒䈘䉏䈢䇯
ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮᰷Ꮊ䈱⑼ቇ㔀䈪䊈䉟䉼䊞䊷䈱ᆌᆂ⚕䈪䈅䉎䇺 EMBO Journal 䇻
(EMBO J 26: 835-845,2007)䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯

ᐔᚑ19ᐕ䇮ቇᩞᴺੱၯ₹ක⑼ᄢቇ䈱ጟፒᐽมᢎ䉌䈲䇮䉁䈪䈮ᯏ⢻䈏ਇ䈪䈅䈦䈢
䉺䊮䊌䉪⾰䇸Tysnd1䇹䈏䇮⢽⢌㉄䈱ઍ⻢䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈜ᣂ䈚䈇㉂⚛䈪䈅䉎䈖䈫䉕䇮䉭
䊉䊛䊪䉟䊄䈭⸃ᨆ䉕ⴕ䈉䈮䉋䈦䈩䉌䈎䈮䈚䈢䈫䈇䈉⎇ⓥᚑᨐ䉕⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䉭䊉䊛䊪䉟䊄䈭䉝䊒䊨䊷䉼䈮䉋䉎䊕䊦䉥䉨䉲䉸䊷䊛
䊒䊨䉶䉾䉲䊮䉫㉂⚛Tysnd1䈱⊒

䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊒䊨䉳䉢䉪䊃

㪍㪍

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

䉝䊮䊄䊨䉭䊮䈲೨┙⣼䈱⊒↢䊶ᯏ⢻⛽ᜬ䈮ᔅ㗇䈪䈅䉍䇮⠧ൻ䈮ᓥ䈇ỗჇ䈜䉎೨┙⣼≸䈫೨┙⣼
⢈ᄢ䈱Ⴧᱺ䉕ଦ䈜䇯৻ᣇ䉣䉴䊃䊨䉭䊮䈲䇮≸䈱⊒∝䈫⸻ᢿ䊶ᴦ≮䈮ᷓ䈒㑐䉒䉎䇯䈖䉏䉌䉴䊁䊨䉟䊄
䊖䊦䊝䊮䈲ォ౮࿃ሶ䈪䈅䉎ฃኈ䉕䈚䈢䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕᭴ᚑ䈜䉎䇯䈠䈖䈪䇮ᒰ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䇮
ᮡ⊛ㆮવሶ䉕ត⚝䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮೨┙⣼≸䉇≸䈱⊒∝䊶ㅴዷ䊜䉦䊆䉵䊛䈏䉌䈎䈮䈘䉏䇮䈠䉏
䉌䉕ಽሶᮡ⊛䈫䈚䈢ᣂⷙ⸻ᢿ䊶ᴦ≮䊶੍㒐ᴺ䈻ᔕ↪䈪䈐䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䋨࿑䋺䉴䊁䊨䉟䊄䊖䊦䊝䊮䈫≸䈱㑐ㅪ䋩

ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮☨࿖䈱⑼ቇ㔀䇺Nature䇻╬䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯

৻ᣇ䇮ᨴ⦡䊧䊔䊦䇮ో䉭䊉䊛䈪䈱䉝䊮䊄䊨䉭䊮⚿วㇱ䈮㑐䈚䈩䈲䇮Ⴧᱺ䉇ォ౮䇮䉲
䉫䊅䊦વ㆐䈭䈬䈮㑐䉒䉎ᦸ䈭ᣂⷙᔕ╵ㆮવሶㄭற䈮⚿วㇱ䉕䈚䇮ⶄᢙ䈱ᣂ䈚䈇
䊖䊦䊝䊮ᮡ⊛ㆮવሶ䉕ᓧ䈩䈍䉍䇮䈠䈱ᓮ䈫ᯏ⢻䈏ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䇯䉣䉴䊃䊨䉭䊮ᔕ╵ㆮ
વሶ䈮䈧䈇䈩䇮⁛⥄䈱ᣇᴺ䈪หቯ䈚䈢TRIMㆮવሶ䈪䈅䉎Efp䈮㑐䈚䇮䈠䈱⊒䈏≸䈱
੍ᓟ䉕੍᷹䈪䈐䉎䈖䈫䉕␜䈚(Clin Cancer Res, 2005)䇮䉺䊮䊌䉪⾰㑆⋧↪⸃ᨆ䈎䉌
Efp䈱ᣂၮ⾰RIG-I䉕ᓧ䈩䇮䈖䈱ୃ㘼ᯏ᭴䈏ᗵᨴ㒐ᓮᯏ᭴䈮ਇนᰳ䈭⥄Ꮖ∉䈮㑐䉒䉎
ᣂⷙ䊜䉦䊆䉵䊛䈪䈅䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢(Nature, 2007)䇯

䉝䊮䊄䊨䉭䊮䋨䉴䊁䊨䉟䊄䊖䊦䊝䊮䋩ฃኈ(AR)䈱䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕䉌䈎䈮䈜䉎䈢䉄䇮
ᮮゲ⎇ⓥ䋨᧲੩Ꮏᬺᄢቇ䇮᧲੩ᄢቇ䋩䈫䈱ห⎇ⓥ䈮䉋䉍䇮೨┙⣼≸⚦⢩䉕↪䈇䈩AR⚿
วㇱ䈱ChIP-chip⸃ᨆ䉕ⴕ䈦䈢䇯䊍䊃䉭䊉䊛ో䈱⚂1%䈮䈅䈢䉎㗔ၞ䈱䊙䉟䉪䊨䉝䊧䉟
䉕↪䈇䈩⸃ᨆ䈚䇮AR⚿วㇱ䉕10▎ᚲหቯ䈚䇮䈠䈱ㄭற䈮䉴䊁䊨䉟䊄ઍ⻢䉇⮎‛⸃Ქ䈮
㑐䉒䉎UGT1A䉇⚦⢩ធ⌕ಽሶCDH2䉕䉃8䈱ᔕ╵ㆮવሶ䉕䈚䈢(Oncogene,
2007)䇯

ᐔᚑ17ᐕ䈎䉌ᐔᚑ19ᐕ䈮䈎䈔䈩䇮࿖┙ᄢቇᴺੱ᧲੩ᄢቇ䈱⡡․છᢎ䉌䈲䇮ਅ
⸥⎇ⓥᚑᨐ䉕⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

↢䈮䈍䈇䈩䉴䊁䊨䉟䊄䊖䊦䊝䊮䈏ᜂ䈉
䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱⸃
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࿁᭴▽䈚䈢ಽሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪⸃⺒䈱䊌䉟䊒䊤䉟䊮䈲䇮⚦⢩䈮䈧䈇䈩ಽሶ䊧䊔䊦䈪ℂ⸃䈜䉎ၮ␆
䈫䈭䉎䈖䈫䈎䉌䇮⎇ⓥಽ㊁䈮ਇนᰳ䈱⎇ⓥၮ⋚䈮䈭䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
ᓟ䇮䈅䉎ಽൻ⁁ᘒ䈮䈅䉎⚦⢩䉕ⷙቯ䈜䉎㊀ⷐ䈭৻⟲䈱ㆮવሶ䉕䈚䇮䈠䈱ㆮવሶ䉕⚦⢩䈮
ዉ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮⋡⊛䈫䈜䉎⁁ᘒ䈮ಽൻ䈘䈞䉎ᛛⴚ䈻䈱ዷ㐿䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯䈋䈳䇮㫀㪧㪪
⚦⢩䈮䉋䉍䇮∛᳇䈭䈬䈪ᯏ⢻䉕ᄬ䈦䈢⚦⢩䉕ౣ↢䈜䉎⎇ⓥ䈏ផㅴ䈘䉏䈩䈇䉎䈏䇮ಽሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪
䈱ᖱႎ䈏ᓧ䉌䉏䉎䈫䇮ല₸䉋䈒䇮㫀㪧㪪⚦⢩䉕⋡⊛䈫䈜䉎⚦⢩䈮⺃ዉ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈮䈭䉎䇯
࿁䈱ᚑᨐ䉕䉅䈫䈮䇮㫀㪧㪪⚦⢩䉇⊹⤏䈱⚦⢩䉕䇮⋡⊛䈫䈜䉎⚦⢩䈮ಽൻ䈘䈞䉎ᛛⴚ䈱㐿⊒䈮⌕ᚻ
䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᣣᧄ䈱⎇ⓥ㐿⊒ജ䉕⇇䈮䉝䊏䊷䊦䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

࿁䈱⎇ⓥ䈪⸃䈘䉏䈢䇮න⧘䈎䉌න䈻䈱ಽൻ䉕ᡰ㈩䈜䉎ォ౮࿃ሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪

⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈪䈲⊕ⴊ∛↱᧪䈱䊍䊃∉⚦⢩ᩣ䈏ಽൻ䈜䉎ㆊ⒟䉕䇮ᤨ㑆䉕ㅊ䈦䈩䉭䊉䊛䊪䉟
䊄䈭䊂䊷䉺䈪㓸䈚䈢䇯․䈮䇮OSC䈏⁛⥄䈮㐿⊒䈚䈢ᛛⴚ 䈫ᰴઍ䉲䊷䉬䊮䉰䊷䉕⚵䉂ว䉒䈞䇮
ォ౮࿃ሶ䈱⊒䊂䊷䉺䉕㓸䈚䇮᳢↪⊛䈭ᣇ⒟ᑼ䉕᭴▽䈚䇮䉮䊮䊏䊠䊷䉺䈪⸃ᨆ䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮
⸃ᨆ䈚䈢⚂200⒳㘃䈱ォ౮࿃ሶ䈱ਛ䈪䇮න⧘䈎䉌න䈻䈱ಽൻ䈱ㆊ⒟䉕ᡰ㈩䈚䈩䈇䉎30⒳
㘃䈱ォ౮࿃ሶ䉕䈚䇮䈠䉏䉌䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯ᧄᚑᨐ䈲䇮ᣢሽ䈱ᖱႎ䉕↪䈇䉎
䈖䈫䈭䈒䇮ታ㛎䊂䊷䉺䈱䉂䈮ၮ䈨䈇䈩ಽሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈱ో䉕⸃䈚䈢ೋ䉄䈩䈱䈪䈅䉎䇯
䉁䈢䇮․ቯ䈱⚦⢩䈪㊀ⷐ䈭䉨䊷ォ౮࿃ሶ䉕หቯ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈮䈭䈦䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈭ᖱႎ䈲䇮
iPS⚦⢩䈭䈬ᄙಽൻ⢻䉕ᜬ䈧⚦⢩䉕છᗧ䈱⚦⢩䈻ಽൻ䈘䈞䉎䈢䉄䈮㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈪䈅䉍䇮ౣ↢
ක≮䈻䈱⽸₂䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᐔᚑ21ᐕ4䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䉥䊚䉾䉪䉴ၮ⋚⎇ⓥ㗔ၞ䋨㪦㪪㪚㪀ᨋፒ⦟⧷㗔ၞ㐳
䉌䈏ਥ䈜䉎䇸࿖㓙㪝㪘㪥㪫㪦㪤䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛䇹䈲䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈫䈱ㅪ៤䈮䉋䉍䇮
ᄢⷙᮨ䊂䊷䉺⸃ᨆ䈮䉋䉍⚦⢩䈱ಽൻ⁁ᘒ䉕ᡰ㈩䈚䈩䈇䉎৻⟲䈱ォ౮࿃ሶ䈫䇮䈠䈱ᓮ㑐ଥ䉕
⸃䈚䇮⚦⢩䈱ಽൻ⁁ᘒ䉕䈧䈎䈘䈬䉎ಽሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕⸃䈜䉎䈮䈲䇮䇸䈬䈱䉋䈉䈭䊂䊷䉺䉕㓸
䉄䇮䈬䈱䉋䈉䈮ಣℂ䊶⸃ᨆ䈜䉏䈳䉋䈇䈱䈎䇹䈫䈇䈉䇮⸃ᨆ䈱䊌䉟䊒䊤䉟䊮䈱ၮ␆䈱᭴▽䈮ᚑഞ䈚
䈢䇯䈖䉏䈲䇮ᐔᚑ18ᐕ䈮㐿ᆎ䈚䈢FANTOM4䈫䉭䊉䊛䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱ᵴേ䈱ᚑᨐ䈪
䈅䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

⚦⢩䈱ಽൻ䈭䈬䈱⁁ᘒ䉕ᡰ㈩䈜䉎ಽሶ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉕⸃
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᧪⊛䈮䈲ੱ⸻ᢿ↪䈱៤Ꮺ㔚ធ⛯ဳ䊙䉟䉪䊨䉦䊷䊄ᚑ䈭䈬䈮䉋䉎ዊဳൻ䇮䈘䉌䈮䇮ᬌ
ᩏ⚿ᨐ䊂䊷䉺䈱ㅢା䉕䈎䈰䈩៤Ꮺ㔚ធ⛯ဳ䉅น⢻䈫䈭䉎䇯䈚䈢䈏䈦䈩䇮ᄢ∛㒮䈱䉂䈭䉌䈝䇮ዊ䈘
䈭⸻≮ᚲ䈭䈬䈪䉅ᚻシ䈮ⴕ䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯䉁䈢䇮⸻ᢿᤨ㑆䈏⍴䈇䈢䉄䇮䈏䉖ᚻⴚਛ䈮䈏䉖䈱ォ
⒖䈱ή䉇᛫䈏䉖䋨䉭䊐䉞䉼䊆䊑䋩䈱ᗵฃᕈ䈭䈬䈱⸻ᢿ⚿ᨐ䈱ឭଏ䇮ᄖ᧪ᖚ⠪䈱⍴䈇⸻ኤᤨ㑆
䈮䈍䈇䈩䉅⮎䈱ല䈐⋡䉇↪䈱น⢻ᕈ䉕ㄦㅦ䈮್ቯ䈪䈐䉎䈭䈬䇮ᐢ䈇↪䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁
䈢䇮∛㒮䈣䈔䈪䈭䈒䇮ㆮવሶ⚵䉂឵䈋㘩‛䇮㘩ຠ᳓⾰ోᬌᩏ䇮ੱหቯ䊶ᴺකቇ䊶⑼ቇᝡᩏ↪
ㅜ䇮ੱ䈮䉋䉎⾰⸻ᢿ䇮䈘䉌䈮䈲㪪㪥㪧⸻ᢿ䈱䉂䈭䉌䈝䇮䊋䉪䊁䊥䉝䉇䉡䉟䊦䉴䈭䈬䈱ᗵᨴ∝⸻ᢿ
䈭䈬䈘䉁䈙䉁䈭↪ㅜ䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯
ᓟ䇮䈖䈱ᣣᧄ⁛⥄䈱ㄦㅦㆮવሶ⸻ᢿᛛⴚ䈏⇇䈮ᐢ䉁䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ක≮ᔕ↪䈮ነਈ䈜䉎䈫
ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䋪SNP䈫䈲䇮
ੱ䈱䈲⚂30ం䈱Ⴎၮኻ䈪᭴ᚑ䈘䉏䈢ㆮવᖱႎ䈮ၮ䈨䈐᭴ᚑ䈘䉏䇮ੱ䈗䈫䈮Ⴎၮ㈩䈏⇣䈭䉎䇯䈖䈱Ⴎၮ
㈩䈱㆑䈇䉕䇸ㆮવሶᄙဳ䇹䈫䈶䇮৻䈧䈱Ⴎၮ䈱㆑䈇䉕䇸SNP䇹䈫䈇䈉䇯䈖䈱㆑䈇䈮䉋䈦䈩䇮∛᳇䈱䈎䈎䉍䉇䈜䈘
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䈶Becton Dickinson␠䈫䈱ห⎇ⓥ䈱ᚑᨐ䈮䉋䉍䇮䊍䊃ᕆᕈ⊕ⴊ∛䈱ᐙ⚦⢩䉕↪䈇䈩䊙䉡䉴䈮
∛ᘒ䉕ౣ䈜䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䇯⚦⢩ᦼ䈱䉉䈦䈒䉍䈫䈚䈢⊕ⴊ∛ᐙ⚦⢩䈏⊕ⴊ∛䉕ᒻᚑ䈚䇮䈖䈱ᐙ⚦
⢩䈱᛫䈏䉖⠴ᕈ䈏⊕ⴊ∛ౣ⊒䈱ේ࿃䈫䈭䉎䈖䈫䉕⓭䈐ᱛ䉄䈢䇯
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䈉䈫ᗐቯ䈘䉏䈩䈇䈢䇯䈠䈱䈢䉄䇮ⴊᶧ⚦⢩䈱ಽൻ⚻〝䈫䈚䈩䈲䇮ᦨೋ䈮T䋯B䊥䊮䊌ㅢ೨㚟⚦
⢩䈫䈠䉏એᄖ䈱♽䈱ㅢ೨㚟⚦⢩䈮ಽጘ䈜䉎䈫䈇䈉䊝䊂䊦䈏ା䈛䉌䉏䈩䈐䈢䇯ℂ⎇∉䊶䉝䊧䊦
䉩䊷⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈱⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮એ೨䈎䉌䈖䈱ᓥ᧪䈱䊝䊂䊦䈏㑆㆑䈦䈩䈇䉎䈖䈫䉕ᜰ
៰䈚䇮䈠䉏䈮ઍ䉒䉎䇸䊚䉣䊨䉟䊄ၮᧄဳ䊝䊂䊦䇹䉕ឭ໒䈚䈩䈐䈢䇯䊚䉣䊨䉟䊄ၮᧄဳ䊝䊂䊦䈫䈲䇮T䊥䊮
䊌䇮B䊥䊮䊌䇮⿒ⴊ䈻䈱ಽൻ䈲䇮䇸䊚䉣䊨䉟䊄♽⚦⢩䇹䈫䈳䉏䉎⇣‛䉕⽽㘩䈜䉎⢻ജ䉕ᜬ䈧
㘩⚦⢩䉕䈧䈒䉎⢻ജ䉕ᜬ䈚䈢䉁䉁ㅴⴕ䈜䉎䇮䈫䈇䈉䊝䊂䊦䈪䈅䉎䇯
⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮⢷⣼ౝ䈱೨㚟⚦⢩1䈝䈧䈱ಽൻ⢻ജ䉕᷹ቯ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮T䊥䊮䊌䈱䉅䈫䈮
䈭䉎೨㚟⚦⢩䈲䇮B䊥䊮䊌䉕䈧䈒䉎⢻ജ䉕ᄬ䈦䈢ᓟ䉅䇮䊚䉣䊨䉟䊄♽⚦⢩䈱৻⒳䈪䈅䉎䊙䉪䊨䊐䉜䊷
䉳䉕䈧䈒䉎⢻ജ䉕ᜬ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯䈖䉏䈲䇮ᓥ᧪䈱䊝䊂䊦䈏㑆㆑䈦䈩䈇䉎ቯ⊛䈭
⸽䉕ឭ䈚䇮䊚䉣䊨䉟䊄ၮᧄဳ䊝䊂䊦䈏ᱜ䈚䈇䈖䈫䉕␜䈜䇯
ㅧⴊㆊ⒟䈱ᱜ䈚䈇ℂ⸃䈏䇮ⴊᶧ䊶∉⚦⢩䈱ಽൻ⎇ⓥ䉕⊒ዷ䈘䈞䇮䈵䈇䈩䈲⚦⢩ಽൻ⎇ⓥో
䉕వዉ䈚‧ᒁ䈜䉎䈖䈫䈮⽸₂䈪䈐䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁䈢䇮කቇ䊶↢‛ቇ䈱ᢎ⑼ᦠ䈪㐳ᐕ䉒䉏䈩䈐
䈢ⴊᶧ⚦⢩䈱ಽൻ⚻〝࿑䈲䇮ᦠ䈐឵䈋䉕ㄼ䉌䉏䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯
ᧄ⎇ⓥᚑᨐ䈲䇮⧷࿖䈱⑼ቇ㔀䇺Nature䇻䋨2008ᐕ410ᣣภ)䈮ឝタ䈘䉏䈢䇯
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䈫䈏䉒䈎䈦䈢䇯䈘䉌䈮ੱᎿ䊥䊮䊌▵䈲䇮৻ᐲ᛫ේೝỗ䉕ฃ䈔䈢䈖䈫䉕⸥ᙘ䈚䈩䈇䉎䇸∉⸥ᙘ⚦
⢩䇹䉕Ớ❗䇮⫾Ⓧ䈚䈩䈍䉍䇮2ᐲ⋡䈱᛫ේೝỗ䉕ฃ䈔䉎䈫ㅦ䉇䈎䈮ᒝ䈇ੑᰴᔕ╵䉕⺃ዉ䈚䇮∉
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స䉶䊮䉺䊷㐳䉌䈲䇮㐿⊒ਛ䈱䇸ੱᎿ䊥䊮䊌▵䇹䈱⒖ᬀ䈮䉋䈦䈩䇮∉⢻ജ䈱ૐਅ䈚䈢䊙䉡䉴䈮
∉ᯏ⢻䉕30ᣣએ䈫䈇䈉㐳ᦼ㑆䈮䉒䈢䈦䈩⺃ዉ䈪䈐䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈢䇯䉁䈢䇮䈖䈱ੱᎿ䊥䊮䊌▵
䈏⥄ὼ䈱䊥䊮䊌▵䈫ห᭽䈮ᯏ⢻䈜䉎䈱䉂䈭䉌䈝䇮⥄ὼ䈱䊥䊮䊌▵䉋䉍䉅∉䉫䊨䊑䊥䊮䈱↢↥
䈏10䈎䉌100䈫䈇䈉ᒝജ䈭ੑᰴ∉ᔕ䉕⊒ើ䈪䈐䉎䈖䈫䉕⏕䈚䈢䇯
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ోᾖⰯశ㗼ᓸ㏜ᛛⴚ䉕↪䈇䇮↢䈐䈢⚦⢩㕙䈱1ಽሶ䉕㞲䈮䉏䉎1ಽሶ㗼ᓸ㏜
䉕㐿⊒䇯䈖䈱㗼ᓸ㏜䉕↪䈇䈩T⚦⢩䈏∉ᔕ╵䉕㐿ᆎ䈜䉎㓙䈱ಽሶ䈱േ䈐䉕ⷰኤ䈚䈢䈫䈖䉐䇮
ᓥ᧪⠨䈋䉌䉏䈩䈇䈢䇸∉䉲䊅䊒䉴䇹ᒻᚑ䉋䉍䉅ᣧ䈇ᤨᦼ䈮䇸䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷䇹䈫䈇䈉᛫ේฃኈ
䈫ᵴᕈൻಽሶ䈱㓸䉁䉍䉕ᒻᚑ䇮∉ᔕ╵䉕㐿ᆎ䈜䉎䈖䈫䇮䈖䈱䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷䈖䈠䈏∉ᔕ╵
䈱㐿ᆎὐ䈪䈅䉎䈖䈫䉕⊒䈚䈢䋨Current Opin Immunol 2006)䇯䈘䉌䈮䇮䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷䈮∉
ᔕ╵䈮㊀ⷐ䈭䉲䉫䊅䊦ಽሶ䉕ᒁ䈐ነ䈞䇮∉ᔕ╵䈱⛽ᜬ䉅ᓮ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕⓭䈐ᱛ䉄䈢
䋨Immunity 2008)䇯
䈘䉌䈮䇮䈖䈱㗼ᓸ㏜ᛛⴚ䉕⊒ዷ䈘䈞䇮↢䈐䈢⚦⢩䈱ਛ䈱1ಽሶ䉕㞲䈮ⷰኤ䈪䈐䉎䇸⭯ጀᢳశᾖ
ᴺ䋨HILO microscopy䋩䇹䉕㐿⊒䇯䈖䉏䉁䈪䈫䈲⇣䈭䈦䈢ዮ᛬ᴺ䉕↪䈇䇮㕖Ᏹ䈮⭯䈇ጀ⁁䋨7䌾
10䊚䉪䊨䊮⒟ᐲ䋩䈱శ䉕䉴䊘䉾䊃ᾖ䈜䉎䈖䈫䈪䇮⚦⢩ౝ䉇ᩭౝ䈱ಽሶ⸃ᨆ䈏น⢻䈫䈭䈦䈢
䋨Nature Methods 2008)䇯
䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷
ᓥ᧪䈱ᔨ∉䉲䊅䊒䉴

ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪈䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ∉䊶䉝䊧䊦䉩䊷⑼ቇ✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨⼱ญ
స䉶䊮䉺䊷㐳䋩ಽሶ䉲䉴䊁䊛⎇ⓥ䊡䊆䉾䊃䈱ᓼ᳗ਁ༑ᵗ䊡䊆䉾䊃䊥䊷䉻䊷䇮䋱ಽሶ䉟䊜䊷䉳䊮䉫⎇
ⓥ䊡䊆䉾䊃䈱චᎹਭ⟤ሶ䊡䊆䉾䊃䊥䊷䉻䊷䉌䈲䇮⚦⢩ౝ䈪䈇䈩䈇䉎↢ಽሶ䉕↢䈐䈢䉁䉁䈱
⚦⢩䈪㞲䈮䉎䈖䈫䈱᧪䉎ᣂ䈚䈇㗼ᓸ㏜䉕㐿⊒䇯䈖䈱ᦨᣂ㗼ᓸ㏜ᛛⴚ䉕㚟䈚䇮∉ᔕ╵
䈱㐿ᆎὐ䇸䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷䇹䉕⊒䇮䈘䉌䈮䇮䊚䉪䊨䉪䊤䉴䉺䊷䈲∉ᔕ╵䈱㐿ᆎ䈱䉂䈪䈭䈒⛽ᜬ
䉅ᓮ䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

1ಽሶ㗼ᓸ㏜䈱㐿⊒䈮䉋䉍∉ᔕ╵䈱㐿ᆎὐ䉕⊒
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ᅢਛ䈲↢㒐ᓮ䈮䈍䈇䈩㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕Ṷ䈛䉎䈏䇮৻ᣇ䈪⥄Ꮖ∉∔ᖚ䉇䉝䊧䊦䉩䊷∔
ᖚ䈱⊒∝䊶Ⴧᖡ䈮䉅㑐䉒䈦䈩䈇䉎䇯࿁䈱ᚑᨐ䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭Ἳ∝ᕈ∔ᖚ䈱ᣂ䈚䈇ᴦ≮ᴺ䈱
㐿⊒䈮ᓎ┙䈧䉅䈱䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䉁䈢⚦⢩ㆇേ䈲䇮∉ᔕ╵એᄖ䈮䉅ེቭᒻᚑ䉇ഃ்ᴦ≹䇮
䈏䉖䈱ォ⒖䈫ᷓ䈒㑐䉒䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈎䉌䇮䈖䈱䉋䈉䈭↢ℂ⊛䈅䉎䈇䈲∛⊛⽎䈱ℂ⸃䈮䉅⽸₂
䈜䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

ᅢਛ䈲䇮ᧂೝỗ䈱⁁ᘒ䈪䈲ᒻ䉕
䈚䈩䈇䉎䈏䇮ᗵᨴḮ䉕ᗵ⍮䈜䉎䈫䈠䈱
ᣇะ䈮⿷䉕િ䈳䈚䈩⚦⢩䉕೨ㅴ䈘
䈞䉎䇯⿷䈪䈲䇮䉝䉪䉼䊮❫⛽䈏✂⋡
⁁䈮ౣ᭴ᚑ䈘䉏䇮䈖䉏䈏⚦⢩䉕േ䈎
䈜ផㅴജ䈫䈭䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈭⚦⢩ᒻᘒ
䈱ᄌൻ䈲䇮ᗵᨴḮ䉕ᗵ⍮䈚䈢ฃኈ
䈱ਅᵹ䈪 㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈏ᯏ⢻䈚䇮㪩㪸㪺 䈱
ᵴᕈൻ䉕䈚䈩䇮⚦⢩䈱ᗵᨴḮ䈮㕙
䈚䈢䈱䉂䈪䉝䉪䉼䊮䈱㊀ว䈏䈖
䉎䈖䈫䈮࿃䈜䉎䇯

⚦⢩䈏േ䈒㓙䈮䈲䇮ㅴⴕᣇะ䈮ะ䈎䈦䈩⿷䉕િ䈳䈜䈖䈫䈏⍮䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᢎ䉌䈲એ೨䇮
㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈏 㪩㪸㪺 䈫䈇䈉⚦⢩ౝ䉲䉫䊅䊦વ㆐࿃ሶ䉕ᵴᕈൻ䈚䇮ᅢਛ䈱⿷ᒻᚑ䈮㊀ⷐ䈭ᓎഀ
䉕Ṷ䈛䉎䈖䈫䉕䉌䈎䈮䈚䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚䇮㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈱⚦⢩ౝዪ䉕ᓮ䈜䉎䊜䉦䊆䉵䊛䈲ਇ䈪
䈅䈦䈢䇯
䈖䈱䊜䉦䊆䉵䊛䈮䈧䈇䈩䇮⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮✛⦡Ⱟశ䈢䉖䈴䈒⾰ 䋨㪞㪝㪧䋩 䉕Ⲣว䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦
䈩 㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈱⚦⢩ౝ䈪䈱േ䈐䉕นⷞൻ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䈢ᅢਛ䉕↪䈇䈩⸃ᨆ䈚䇮䊖䉴䊐䉜䉼䉳䊦
䉟䊉䉲䊃䊷䊦ਃ䊥䊮㉄ 䋨㪧㪠㪧㪊䋩 䈫䈇䈉䊥䊮⢽⾰䈏↥↢䈘䉏䉎䈫 㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈏⚦⢩⤑䈮ᒁ䈐ነ䈞䉌䉏䇮
⛯䈇䈩䊖䉴䊐䉜䉼䉳䊮㉄ 㩿㪧㪘㪀㩷䈫䈇䈉䈱䊥䊮⢽⾰䉕䈚䈩 㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈏ዪᚲ䈮㓸Ⓧ䈜䉎䈫䈇䈉䇮䋲
Ბ㓏䈱ᓮᯏ᭴䈏䈇䈩䈇䉎䈖䈫䉕⇇䈪ೋ䉄䈩䉌䈎䈮䈚䈢䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴䈱䇸ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ 䉼䊷䊛ဳ⎇ⓥ䋨㪚㪩㪜㪪㪫䋩䈱ᚑᨐ
䈪䈅䉎䇯
࿑ ᅢਛ䈏ㆇേ䈜䉎⚵䉂

ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪊䇮Ꮊᄢቇ↢㒐ᓮකቇ⎇ⓥᚲ䈱 ትⷙ ᢎ䉌䈲䇮⊕ⴊ䈱৻⒳䊶ᅢਛ
䈏⚦⩶䈭䈬䈱ᗵᨴḮ䈮ะ䈎䈦䈩േ䈒㓙䇮䋲⒳㘃䈱䊥䊮⢽⾰䉕䈦䈩 㪛㪦㪚㪢㪉㩷䈫䈳䉏䉎䈢䉖䈴䈒
⾰䈱⚦⢩ౝ䈪䈱⟎䉕ᓮ䈚䇮⚦⢩䈱ᒻᘒ䉕ᄌൻ䈘䈞䇮ല₸䉋䈒ㆇേ䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈚䈩䈇䉎䈖䈫
䉕⓭䈐ᱛ䉄䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

⊕ⴊ䈱৻⒳䇸ᅢਛ䇹䈏ᗵᨴḮ䈮ะ䈔䈩േ䈒㓙䈱
ၮᧄේℂ䉕⸃
䋭Ἳ∝ᕈ∔ᖚ䈱ᴦ≮ᔕ↪䈮ᦼᓙ 䋭
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䋨HA䈱㐿ⵚㇱ䈱䉝䊚䊉㉄㈩䉕ᄌ䈋䈩ᒙᲥဳ䈮ᄌ⇣䋩

䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴䈱ੱᎿวᚑ䋨ᔨ࿑䋩

䉡䉟䊦䉴Ⱞ⊕⾰วᚑ↪
䊒䊤䉴䊚䊄

㪎㪏

⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ ᚑ

䇮䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䈱ᄢᵹⴕ䋨䊌䊮䊂䊚䉾䉪䋩䈱ෂᯏ䈏ต䈳䉏䈩䈇䉎䇯ᧄ⎇ⓥ䈪ᓧ䉌䉏䈢ㆊ
䈱䊌䊮䊂䊚䉾䉪䈱ᗵᨴㆊ⒟䈱ᬌ⸽䉇䇮䊪䉪䉼䊮㐿⊒╬䈮䉋䉍䇮䊌䊮䊂䊚䉾䉪䈱ⵍኂ䉕ᦨዊ㒢䈮⇐
䉄䉎䈖䈫䈏น⢻䈮䈭䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

⧘ਛ䈱㪘ဳ䉡䉟䊦䉴☸ሶ䈱ౝㇱ᭴ㅧ䋨ᮮᢿ㕙䋩
䉡䉟䊦䉴☸ሶౝ䈪㪎ᧄ䈱ㆮવሶ䈏ਛᔃ䈱㪈ᧄ䈱ㆮવሶ䉕ข䉍
࿐䉖䈪䈇䉎

䉡䉟䊦䉴䌒䌎䌁วᚑ↪
䊒䊤䉴䊚䊄

ౕ⊛䈮䈲
䊶㜞∛ේᕈ㪟㪌㪥㪈㠽䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䇮䉴䊕䉟䊮㘑㇎䇮䉣䊗䊤ⴊᾲ䈮㑐䈜䉎䉡䉟䊦䉴䈱ᗵᨴㆊ⒟
䉇䇮∛ේᕈ⊒ើ䈱䊜䉦䊆䉵䊛⸃䉕ㅢ䈛䇮䊌䊮䊂䊚䉾䉪䋨⇇⊛ᵹⴕ䋩䈱ኻ╷䊶ᛥ䈮ነਈ䈜䉎
ᖱႎ䉕ឭଏ䇯
䊶䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䈱Ⴧᱺㆊ⒟䈮䈍䈇䈩䈲䇮㪏䈧䈱㪩㪥㪘䈏䊪䊮䉶䉾䊃䈪䉡䉟䊦䉴☸ሶ䈮䉎䈖䈫䉕
⸃䋨Ꮐ࿑䋩
䊶ᒝᲥဳ㪟㪌㪥㪈䉡䉟䊦䉴䉕䊥䊋䊷䉴䊶䉳䉢䊈䊁䉞䉪䉴ᴺ䈪ᒙᲥᕈ䈮ᄌ⇣䈘䈞䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䇮䈠䉏
䉕ၮ䈮䊪䉪䉼䊮䈱㐿⊒䈮ᚑഞ䋨ฝ࿑䋩
䊶䉨䊜䊤䉡䉟䊦䉴䈱䈮䉋䉍䇮㪘ဳ䈫ᐓᷤ䈚䈭䈇㪙ဳ䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴䊪䉪䉼䊮䈱㐿⊒䈮
ᚑഞ
䊶䈚䈢⚵឵䈋䉡䉟䊦䉴䉕䉅䈫䈮ⶄᢙ䈱⇣䈭䉎䉡䉟䊦䉴ᗵᨴ∝䈮ല䈭ᄙଔ䊪䉪䉼䊮䉕㐿⊒
╬䈏䈕䉌䉏䉎䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴䈱䇸ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ 䉼䊷䊛ဳ⎇ⓥ䋨㪚㪩㪜㪪㪫䋩䇹䈱ᚑᨐ
䈪䈅䉍䇮ᴡጟ⟵䋨᧲੩ᄢቇᢎ䋩䉌䈮䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䈢䇯

ᐔᚑ㪈㪊ᐕᐲ䈎䉌ᐔᚑ㪈㪏ᐕᐲ䈮䈎䈔䈩ⴕ䈦䈢ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ䌃䌒䌅䌓䌔䈱ਛ䈪䇮᧲੩
ᄢቇ䈱ᴡጟ⟵䈲䇮⁛⥄䈮ᜬ䈧㪛㪥㪘䋨䊂䉥䉨䉲䊥䊗ᩭ㉄䋩䈱䊒䊤䉴䊚䊄䉕䈦䈩䇮ੱᎿ⊛䈮䉟䊮䊐
䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴䉕䈧䈒䉎ᛛⴚ䋨䊥䊋䊷䉴䊶䉳䉢䊈䊁䉞䉪䉴ᴺ 䋩 ╬䉕㚟䈚䈩䇮䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟
䊦䉴䈱ᗵᨴㆊ⒟䉇∛ේᕈ⊒ើ䈱䊜䉦䊆䉵䊛䈱⸃䈭䈬䇮ᣂ⥝ᗵᨴ∝䈮㑐䈜䉎ᄙ䈒䈱⊒䈫㐿⊒
䉕ⴕ䈦䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䉟䊮䊐䊦䉣䊮䉱䉡䉟䊦䉴䈱ᗵᨴ䈫∛ේᕈ⊒ើ䈱
䊜䉦䊆䉵䊛䈱⸃䈫䈠䈱ᔕ↪

ℂൻቇ⎇ⓥᚲㆇ༡⾌ઃ㊄ᬺ ╬

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

㪎㪐

䈖䈱ൻቇ‛⾰䇸䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䇹䈲䇮ᬀ‛䈱ᩮ䈎䉌ಽᴲ䈘䉏䉎䇯ᬀ‛䈱ᩕ㙃ๆ䈭䈬䉕ഥ䈔䉎
↢⩶ 䉕䈶ነ䈞䉎ലᨐ䈏䈅䉎৻ᣇ䇮䉝䊐䊥䉦䈪䈲䇮ᣣᧄ䈱ㄘ⠹䈱⚂㪌㪇㪇ਁ䊓䉪䉺䊷䊦䉕䈲䉎䈎
䈮䈋䉎䇮ᢙ㪈㪇㪇㪇ਁ䊓䉪䉺䊷䊦䈮ⵍኂ䉕䉅䈢䉌䈜ා䈭ᩮነ↢ ᬀ‛䈱⒳ሶ䈱⊒⧘䉕⺃ᒁ䈜䉎䈖䈫
䈪䉅⍮䉌䉏䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䈱↢วᚑㆮવሶ䉕ᰳ៊䈘䈞䈢ᨑಽ䈎䉏ㆊ⓭
ὼᄌ⇣䈏䇮䈖䈱ⵍኂ䉕ૐ ᷫ䈘䈞䉎䈱䈮ല䈪䈅䉎䈖䈫䉅䉌䈎䈮䈚䈢䇯‛䈱ታ䉍䉕⏕䈎䈮䈚䇮
ᩮነ↢㔀⨲䈱㒐㒰䈻䈱ᔕ↪䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ᬀ‛䈱ᨑ䈲ዋ䈭ㆊ䈑䉎䈫ⓠ䈏ᷫ䉍䇮ᄙㆊ䈑䉎䈫ຠ⾰䈏ૐਅ䈜䉎䈭䈬䇮ㄘ‛䈱ታ䉍ౕว䉇
⧓ᬀ‛䈱ⷰ⾨ଔ୯䇮ᩱၭᬺ䈱ല₸ൻ䈭䈬䈮ᷓ䈒䈎䈎䉒䈦䈩䈇䉎䇯ᬀ‛䈱ᨑಽ䈎䉏䉕⺞▵
䈜䉎䊖䊦䊝䊮䈫䈚䈩䇮䇸䉥䊷䉨䉲䊮䇹䈫䇸䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮䇹䈫䈇䈉ੑ䈧䈱ᬀ‛䊖䊦䊝䊮䈏ฎ䈒䈎䉌⍮䉌
䉏䈩䈇䉎䇯䈫䈖䉐䈏1990ᐕ ઍඨ䈳એ㒠䇮ᨑಽ䈎䉏䈏ㆊ䈭䉟䊈䈭䈬䈱⎇ⓥ䈎䉌䇮ᨑಽ䈎䉏䈮
㑐ଥ䈜䉎╙ਃ䈱䊖䊦䊝䊮䈱ሽ䈏␜ໂ䈘䉏䈩䈇䈢䈏䇮䈠䈱ᱜ䈲⻘䈪䈅䈦䈢䇯
࿁䇮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲ᨑಽ䈎䉏䈏⇣Ᏹ䈮ᄙ䈒䇮⢛ਂ䈏ዊ䈘䈒䈭䉎䉟䊈䈱ᄌ⇣䈮ᵈ⋡䈚䈩⸃ᨆ
䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮䇸䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䇹䈫䈳䉏䉎‛⾰䈏䇮ᨑಽ䈎䉏䉕ᛥ䈋䉎䊖䊦䊝䊮䈪䈅䉎䈖䈫䉕
⓭䈐ᱛ䉄䈢䇯䈖䈱ᄌ⇣䈪䈲䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䈏䈾䈫䉖䈬䉌䉏䈭䈇䈏䇮䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䉕ਈ䈋䉎
䈫ᨑಽ䈎䉏䈏ᷫዋ䈚䈢䇯䉴 䊃䊥䉯䊤䉪䊃䊮䈲ᧂ⍮䈱‛⾰䈪䈲䈭䈒䇮ㄘ‛䈱ᩮ䈮ነ↢䈚䈩㙃ಽ䉇
᳓ಽ䉕ᅓ䈇ᚑ㐳䉕ᅹ䈕䉎ᬀ‛䋨ᩮነ↢䋨䈰䈐䈞䈇䋩㔀⨲䋩䈱⊒⧘䉕⺃ዉ䈜䉎‛⾰䈫䈚䈩䇮䈜䈪䈮
⍮䉌䉏䈩䈇䈢䇯
䈘䉌䈮⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮䉴䊃䊥䉯䊤䉪䊃
䊮䉕ౝ䈪䈲วᚑ䈪䈐䈝ᨑಽ䈎䉏
䈏ㆊ䈮䈭䉎⓭ὼᄌ⇣䈱ㄝ䈪䇮
ᩮነ↢㔀⨲䈏⊒⧘䈚䈭䈇䈖䈫䉕䇮ታ
㛎ቶ䊧䊔䊦䈪␜䈚䈢䇯
ᩮነ↢㔀⨲䈮䉋䉎ⵍኂ䈲䇮
⇇ฦ䈮ᐢ䈏䈦䈩䈍䉍䇮․䈮䉝䊐䊥
䉦䈪䈱ⵍኂ䈲ᣣᧄ䈱⠹㕙Ⓧ䉕䈲
䉎䈎䈮䈋䈩䈇䉎䇯࿁䈱⊒䈲䇮
‛䈱ⓠ䈮⋥⚿䈜䉎ᬀ‛䈱ᨑಽ
䈎䉏䈱ᓮᛛⴚ䈮ട䈋䇮ᚑ㐳䉕ᮮ
ข䉍䈜䉎ነ↢ᬀ‛䈱㒐㒰ᴺ䈱㐿⊒
䈮䈧䈭䈏䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䈩䈇䉎䇯

ᐔᚑ20ᐕ8䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷 ଦㅴᓮ⎇ⓥ䉼䊷䊛䋨ጊ
ญାᰴ㇢䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䈫࿖ౝ䈱ห⎇ⓥ䉼䊷䊛䈮䉋䈦䈩䇮ᬀ‛䈱ᨑಽ䈎䉏䉕ᓮ䈜䉎ᣂ䈚
䈇䊖䊦䊝䊮䈏䇮⊒䈘䉏䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ᬀ‛䈱ᨑಽ䈎䉏䉕ᓮ䈜䉎ᣂ䈚䈇䊖䊦䊝䊮䉕⊒
䋭ㄘᬺ䈭䈬䈻䈱ᔕ↪䈮ᦼᓙ䋭
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㪏㪇

䈖䉏䉁䈪䈲䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮䈱ಽ⸃䈱䉴䊁䉾䊒䉕䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈜䉎䈖䈫䈚䈎䈪䈐䈭䈎䈦䈢䈏䇮ᧄ⎇ⓥ䈪
⊒䈚䈢ㆮવሶ䈱↪䈮䉋䉍䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮䈱ᵴᕈൻ䉕⋥ធ䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈪䈐䉎䈱䈪䇮䈘䉌䈭䉎↢↥
ᕈะ䈏น⢻䈮䈭䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎 䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䈋䉎䇯

䈢䉒䉒䈮ታ䈦䈢ⒷⓄ䈱ᱜ䈲䇮䉟䊈䈱“⧎⧘䋨䈲䈭䉄䋩”䈏ᚑ㐳䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉟䊈䈱⧎⧘䈏
䈢䈒䈘䉖䉌䉏䇮⏕ታ䈮ታ䉎䈫䇮䉟䊈䈱ⓠ㊂䈏Ⴧ䈋䉎䈖䈫䈮䈭䉎䇯䈠䈚䈩䈖䈱⧎⧘䈱ᒻᚑ䈮㊀
ⷐ䈭䈐䉕䈚䈩䈇䉎䈱䈏ᬀ‛䊖䊦䊝䊮 䈱䋱䈧䈪䈅䉎䇸䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮䇹䈪䈅䉎䇯ᬀ‛䊖䊦䊝䊮䈲䈫
䈩䉅ૐ䈇Ớᐲ䈪䈠䈱⢻ജ䉕⊒ើ䈜䉎䈢䉄䇮ㅢᏱ䈲೨㚟䈫䈚䈩วᚑ䈘䉏䈢ᓟ䇮ᵴᕈൻ䈱䉴䊁䉾
䊒䉕⚻䈩 ᯏ⢻䈜䉎䇯䈖䉏䉁䈪䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮೨㚟䈱วᚑ䈮㑐䉒䉎ㆮવሶ䈲䉒䈎䈦䈩䈇䈢䈏䇮
৻⇟ᄢಾ䈭ᵴᕈൻ䉴䊁䉾䊒䈮䈒ㆮવሶ䈱ᱜ䈲⍮䉌䉏䈩䈇䈭䈎䈦䈢䇯 ᧄ⎇ⓥ䈪⊒䈚䈢
LOG ㆮવሶ䉕↪䈜䉏䈳ᬀ‛ౝ䈱䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮ᵴᕈ䉕⋥ធ䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈮
䈭䉎䇯ᓟ䇮䈘䉁䈙䉁䈭‛䈪LOG ㆮવሶ䈱ᯏ⢻䉕ੱὑ⊛䈮ᄌ䈋䉎䈖䈫䈪䇮↢↥ᕈ䈱ะ䈮ᄢ
䈐䈒⽸₂䈜䉎䉅䈱䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
ⷙᮨ䈱ੱญჇട㗴䈮ኻಣ䈜䉎䈢䉄䈱䇸╙ੑ䈱✛䈱㕟䇹䈏䇮䉁䈢৻ᱠ೨ㅴ䈚䈢䈫䈇

ᐔᚑ19ᐕ2䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷↢↥ᓮ⎇ⓥ䉼䊷䊛䈫᧲
੩ᄢቇᄢቇ㒮ㄘቇ↢⑼ቇ⎇ⓥ⑼䈱⎇ⓥ䉫䊦䊷䊒䈲䇮Ⓞ䉇⧎䈱ᒻᚑ䈏⇣Ᏹ䈮䈭䉎䉟䊈䈱log
ᄌ⇣䈱ේ࿃ㆮવሶ䇸LOG 䇹䈏䇮䉰䉟䊃䉦䉟䊆䊮䈱ᵴᕈൻᔕ䉕ᜂ䈉㉂⚛䉕䉮䊷䊄䈜䉎䈖䈫䉕⓭
䈐ᱛ䉄䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䉟䊈䈱㊂䊖䊦䊝䊮䉕ᵴᕈൻ䈜䉎ㆮવሶ䉕⊒
䋭‛䈱↢↥ᕈะ䈮ᦼᓙ䋭

㪏㪈

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

࿁䈱⎇ⓥ䈪⊒䈚䈢㪪㪥㪛㪈䈫䈖䉏䉁䈪䈮⊒䈚䈩䈇䉎㪭㪥㪛㪍䈫㪭㪥㪛㪎䈏ታ㓙䈱㒽䊋䉟䉥䊙䉴↢
↥䈱႐䈪䈅䉎᮸ᧁ䈱ᧁ⾰⚦⢩䈪䈬䈱䉋䈉䈭ᓎഀ䉕ᜬ䈧䈎䉕⸃䈚䇮䈠䈱䈐䉕⺞▵䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦
䈩䇮䉋䉍↢↥ᕈ䈏㜞䈒䇮䊋䉟䉥䉣䊈䊦䉩䊷䈮ォ឵䈚䉇䈜䈇䈭䈬䈱ఝ䉏䈢ຠ⾰䉕ᜬ䈦䈢䉴䊷䊌䊷᮸ᧁ
䉕↢䉂䈜䈖䈫䈏น⢻䈮䈭䉎䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䈖䈱㒽䊋䉟䉥䊙䉴䈱↱᧪䈫䈭䈦䈩䈇䉎⚦⢩䈏
䇸ᧁ⾰⚦⢩䇹䈪䈅䉎䇯ᧁ⾰⚦⢩䈮䈲䇮ᬀ‛䈱 ᡰ
ᜬ䈫䈚䈩䈒“❫⛽⚦⢩”䇮᳓䈱ㅢ䉍䈫䈚䈩䈒“
▤”䇮ᬀ‛䈱ᡰᜬ䈫᳓䈱ㅢ䉍䈫䈚䈩䈒“
▤”䈏䈅䉎䈏䇮䈇䈝䉏䈱⚦⢩䉅䇸ੑᰴ⚦⢩ო䇹 䈫
䈳䉏䉎㕖Ᏹ䈮ෘ䈇⚦⢩ო䉕ᜬ䈤䇮ੑᰴ⚦⢩ო䈮
䊋䉟䉥䊙䉴䉣䊈䊦䉩䊷䈏⫾䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈚䈢
䈏䈦䈩䇸㒽ᦨᄢ䈱䊋䉟䉥䊙䉴䇹䈱ᧄ䈲䇮ᧁ⾰
⚦⢩䈱ੑᰴ⚦⢩ო䈪䈅䉎䈫䈇䈋䉎䇯
࿁䇮ੑᰴ⚦⢩ო䈱↢↥䉕ᓮ䈜䉎ㆮવሶ䈫䈚
䈩䇸SND1䇹䈫䈇䈉ㆮવሶ䉕หቯ䈚䈢䇯SND1䉕ᛥ
䈜䉎䈫⚦⢩ო䈏⭯䈒䈭䉍ᬀ‛䈲䈻䈭䈻䈭䈮䈭䈦
䈢䇯 ห⎇ⓥ䉼䊷䊛䈲䇮䈜䈪䈮2⒳㘃䈱▤䈱ಽ
ൻ䉕ᓮ䈜䉎䊙䉴䉺䊷ォ౮࿃ሶ䈫䈚䈩䇸VND6䇹䈫
䇸VND7䇹䉕หቯ䈚䈩䈇䉎䈏䇮࿁䈱⎇ⓥ䈪VND6䊶
VND7䈫䉋䈒ૃ䈢ォ౮࿃ሶSND1䈏䇮❫⛽⚦⢩䈱
ੑᰴ⚦⢩ოᒻᚑ䉕ᓮ䈜䉎㎛䉕ី䉎䈖䈫䉕⓭䈐ᱛ
䉄䈢䇯

䊋䉟䉥䊙䉴䈫䈲㘩ᢱ䉇⾗᧚䇮Άᢱ䈭䈬䇮ᄥ㓁䉣䊈䊦䉩䊷䉕⫾䈋䈢↢‛䉕ේᢱ䈫䈜䉎⾗Ḯ䈱䈖䈫
䈣䈏䇮㒽䈱䈍䉋䈠䋳䋰䋦 䈮䈅䈢䉎䋳䋵ం䊓䉪䉺䊷䊦䈲ᨋ䈮ⷒ䉒䉏䈩䈇䈩䇮䈖䈱ᨋ䈱᮸ᧁ
䈏⫾䈋䈩䈇䉎䊋䉟䉥䊙䉴䈲䋱䋮䋲䌾䋲䋮䋴ళ䊃䊮䈮䉅䈍䉋䈹䇯䈖䈱㊂䈲ੱ㑆䈏䋱ᐕ㑆䈮ᶖ⾌䈜䉎䉣
䊈䊦䉩䊷䈱⚂䋱䋰䋰䈮⋧ᒰ䈜䉎䇯

ᐔᚑ18ᐕ12䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ᒻᘒᓮ⎇ⓥ䉼䊷䊛䉌
䈲䇮ᧁ⾰⚦⢩䋨䉅䈒䈚䈧䈘䈇䈿䈉䋩䈏ᜬ䈧ੑᰴ⚦⢩ო䈱↢↥䉕ᓮ䈜䉎ㆮવሶ䈫䈚䈩䇸SND1䇹䈫
䈇䈉ㆮવሶ䉕หቯ䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮2⒳㘃䈱▤䈱ಽൻ䉕ᓮ䈜䉎䊙䉴䉺䊷ォ౮࿃ሶVND6䊶
VND7䈫䉋䈒ૃ䈢ォ౮࿃ሶSND1䈏䇮❫⛽⚦⢩䈱ੑᰴ⚦⢩ოᒻᚑ䉕ᓮ䈜䉎㎛䉕ី䉎䈖䈫䉕⓭
䈐ᱛ䉄䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃
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䋭ォ౮࿃ሶ䇸SND1䇹䈏❫⛽⚦⢩䈱ੑᰴ⚦⢩ოᚑಽ䈱↢วᚑ䉕⺞▵䋭

䇸㒽ᦨᄢ䈱䊋䉟䉥䊙䉴䇹䈱↢↥䉕ᓮ䈜䉎ㆮવሶ䉕⊒
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ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

㪧㪤㪞㪈䈱⊒䈲䇮䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䉕ᩱၭ䈜䉎ᤨ䈮ਈ䈋䉎ᩕ㙃ಽ䈱㊂䈮䉋䉍ᄌൻ䈜䉎䈫䈇䈉⚿ᨐ䈏
ᓧ䉌䉏䈩䈇䉎䇯ᩱၭ᧦ઙ䈫㪧㪤㪞㪈⊒㊂䈫䈱㑐ଥ䉕䉌䈎䈮䈜䉎䈖䈫䈪䇮䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷䊃䈱↢↥䉕
䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉎䇯䉁䈢㪧㪤㪞㪈ㆮ વሶ䉕ዉ䈚䈢ၭ㙃⚦⢩䉕↪䈇䈩䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷䊃䈱
䉺䊮䉪↢↥䉅น⢻䈪䈅䉎䇯
䈘䉌䈮䇮࿁䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈪⸃䈚䈢⚵䉂䈲䇮ห䈛䉝䊑䊤䊅⑼ᬀ‛䈮ᐢ䈒䈅䈩䈲䉁䉎น⢻ᕈ
䈏㜞䈒䇮䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷䊃䈱⒳㘃䉕ㆮવሶ䈪䉮䊮䊃䊨䊷䊦↢↥䈜䉎䈖䈫䈲䇮䉴䊦䊐䉤䊤䊐䉜䊮㊂䈱ᄙ䈇
ᯏ⢻ᕈ㊁⩿䈱㐿⊒䈮䈧䈭䈏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䊑䊨䉾䉮䊥䊷䇮䉨䊞䊔䉿䇮ᄢᩮ䇮䉒䈘䈶䇮䉦䊤
䉲䊅䈭䈬䈱䉝䊑䊤䊅⑼㊁⩿䈲䇮䈜䉍䈍䉐䈚䈢䉍
䈎䉖䈣䉍䈜䉎䈫ㄆᚑಽ䈏↢䉁䉏䉎䇯䈖䈱ㄆ
ᚑಽ䈲䇮䇸䉦䊤䉲ᴤ㈩♧䋨䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷
䊃䋩䇹䈏ᄌൻ䈚䈢‛⾰䈪䇮⊒䈏䉖‛⾰䉕⸃Ქ䈜
䉎㉂⚛䈱䈐䉕㜞䉄䉎“䈏䉖੍㒐ᚑಽ”䈪䈅䉎䇯
䈖䈱䈏䉖੍㒐ᚑಽ䉕ᔅⷐ䈭㊂䈣䈔䉌䈞䉎䈖
䈫䈏᧪䉏䈳䇮㘩䈼䈭䈏䉌䈏䉖੍㒐䈏䈪䈐䉎
㊁⩿䈪㘩ථ䈏⾟䉒䈉䈖䈫䈮䈭䉎䇯
ᧄ⎇ⓥ䈪䈲䇮䈖䈱“ஜᐽᯏ⢻ᕈ䈱㜞䈇㊁⩿”
䈱㐿⊒䈮ᣂ䈢䈭䉕䈧䈔䈢䇯䉝䊑䊤䊅⑼䈱
ખ㑆䈪䈅䉎䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈎䉌䇮䉫䊦䉮䉲䊉
䊧䊷䊃䈱↢วᚑ䉕⺞▵䈜䉎䉨䊷䈫䈭䉎ㆮવሶ
䉕⊒䈚䈢䇯
ᓟ䇮䉨䊷ㆮવሶ䈱⊒㊂䈫ᩱၭ᧦ઙ䈫䈱
㑐ଥ䉕䉌䈎䈮䈜䉎䈖䈫䈪䇮䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷䊃
䈱↢↥䉕䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮ஜᐽ
ᯏ⢻䈱㜞䈇㊁⩿䉕䈦䈢䉍䇮ᬀ‛⚦⢩䉕ၭ㙃
䉺䊮䉪䈪⢒䈩䈩䈏䉖੍㒐ᚑಽ䉕ᄢ㊂䈮䉌䈞
䈢䉍䈜䉎䈖䈫䉅ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

ᐔᚑ㪈㪐ᐕ㪋䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ઍ⻢䉲䉴䊁䊛⸃ᨆ䊡䊆䉾䊃
䈲䇮䈎䈝䈘㪛㪥㪘⎇ⓥᚲ䈫䈱ห⎇ⓥ䈮䉋䈦䈩䇮䉝䊑䊤䊅⑼䈱ખ㑆䈪䈅䉎䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈎䉌䇮䉦
䊤䉲ᴤ㈩♧䋨䉫䊦䉮䉲䊉䊧䊷䊃䋩䈱↢วᚑ䉕⺞▵䈜䉎䉨䊷䈫䈭䉎ㆮવሶ䉕⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䈏䉖੍㒐ᚑಽ䉕䉝䊑䊤䊅⑼㊁⩿䈮䉌䈞䉎ᣂⷙㆮવሶ䉕⊒
䋭ஜᐽᯏ⢻ᕈ䈱㜞䈇㊁⩿䈱㐿⊒䈮ᣂ䈢䈭䋭

ૐ䉦䊨䊥䊷ᄤὼ↞ᚑಽ䉕วᚑ䈜䉎㉂⚛ㆮવሶ䉕⊒

ℂൻቇ⎇ⓥᚲㆇ༡⾌ઃ㊄ᬺ ╬

㪏㪊

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

䈖䈱ㆮવሶ䈱㈩ᖱႎ䉕䉅䈫䈮䇮ᩱၭ䈮ㆡ䈚䈢䉦䊮䉹䉡䈻䈱ຠ⒳ᡷ⦟䉇ᩱၭ᧦ઙ䈱ᦨㆡൻ䈱⎇
ⓥ䈏น⢻䈫䈭䉍䇮ੂ₪㒐ᱛ䉇↢ᘒ♽䈱ో䈮ᓎ┙䈧䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䈘䉌䈮䇮䈾䈎䈱ᬀ‛䉇㉂Უ䉕䈦䈩䇮ᄤὼ↞ᚑಽ䈱Ꮏᬺ↢↥䈱ታ䉅ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䊙䊜⑼䈱ᄙᐕ⨲䈱䉦䊮䉹䉡䋨↞⨲䋩䈲䇮ਅㇱ䈱⢈ᄢᩮ䉇ਅ⨍䉕↞⨲ᩮ䈫䈶䇮䈠䈱ᚑ
ಽ䋨䉦䊮䉹䉡䉣䉨䉴䋩䈱ਥⷐᚑಽ䇸䉫䊥䉼䊦䊥䉼䊮䇹䈲䇮⍾♧䈱 150䌾300䈱↞䈘䉕ᜬ䈧䇯ૐ䉦䊨
䊥䊷䈱ᄤὼ↞ᢱ䈫䈚䈩ੱ᳇䈏㜞䈒䇮ᢙᄙ䈒䈱㘩ຠ䈮ᷝട䈘䉏䈩䈇䉎䈾䈎䇮⢄ᯏ⢻ᒝᯏ⢻䉇᛫
䉡䉞䊦䉴↪䈭䈬䈱 ⮎ℂലᨐ䈎䉌ක⮎ຠේᢱ䈫䈚䈩䉅ᄢ䈐䈭㔛ⷐ䈏䈅䉍䇮⇇Ꮢ႐䈱↞⨲ᩮ䈱
ᐕ㑆ャ㗵䈲4,200ਁ䊄䊦䈮䉅䉎䇯ᦨㄭ䈪䈲䇮䊜䉺䊗䊥䉾䉪∝⟲䈱੍㒐 䉇䇮䉧䊮੍㒐䈮ലᨐ⊛
䈭㘩ຠ䈫䈚䈩䉅ᵈ⋡䈘䉏䈩䈇䉎䇯
䈚䈎䈚䇮ᩱၭ䈘䉏䈢䉦䊮䉹䉡䈪䈲䇮
䉫䊥䉼䊦䊥䉼䊮䈱⫾Ⓧ㊂䈏ૐ䈇䈢䉄䇮
ᄢ䈐䈭㔛ⷐ䈮ኻ䈚䈩䇮ଏ⛎䈲㊁↢䈱
䉦䊮䉹䉡䈱ណข䈮ଐሽ䈚䈩䈇䉎䈱䈏
⁁䈪䈅䉎䇯ㄭᐕ䈪䈲䇮㊁↢䈱䉦䊮
䉹䉡䈱ੂ₪䉇䇮䈠䉏䈮䉋䉎ⅣႺ⎕უ䇮
⒳䈱⛘Ṍ䈏ᷓೞ䈭㗴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯
⦟⾰䈱↞⨲ᩮ䈍䉋䈶䈠䈱ᚑಽ䉕
ቯ䈎䈧ᜬ⛯⊛䈮ଏ⛎䈜䉎䈢䉄䇮
ᩱၭ᧦ઙ䈱ᦨㆡൻ䉇ຠ⒳ᡷ⦟䈭䈬
↢↥ᛛⴚ䈱⏕┙䈏ᔅⷐ䈫䈭䈦䈩䈇䉎
䈏䇮࿁䈱⎇ⓥᚑᨐ䈲ᩱၭ䈮ㆡ䈚
䈢䉦䊮䉹䉡ᬀ‛䈱ຠ⒳ᡷ⦟䉇ᩱၭ
䉦䊮䉹䉡ᬀ‛
᧦ઙ䈱ᦨㆡൻ䈮ᄢ䈐䈒ነਈ䈜䉎䈫⸒
䈋䉎䇯

ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪐䇮⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷ᄙ᭽ᕈઍ⻢⎇ⓥ䉼䊷䊛䉌䈲䇮
ᄤὼ↞ᚑಽ䈪䈅䉎䉫䊥䉼䊦䊥䉼䊮䈱↢วᚑ䈱㎛䈫䈭䉎㉂⚛ㆮવሶ䇸CYP88D6䇹䈱หቯ䈮ᚑഞ
䈚䈢䇯 䈘䉌䈮䇮䈖䈱ㆮવሶ䈱↥‛䈏䇮ᬀ‛䈱ੑᰴઍ⻢↥‛䈱↢วᚑ䈪㊀ⷐ䈭䈐䉕䈜䉎䉼䊃䉪
䊨䊷䊛P450䈫䈹৻⟲䈱㉄ൻ㉂⚛䈱1䈧䈪䈅䉎䈖䈫䉕⓭䈐ᱛ䉄䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䋭↞ലᨐ䈏⍾♧䈱㪈㪌㪇䈱䇸䉫䊥䉼䊦䊥䉼䊮䇹ᄢ㊂↢↥䈻╙㪈ᱠ䋭

ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ CREST

ኻ⽎

Dof1-1

12.7
㫧1.0

㫧0.8

㫧11.48

122.80

6.7

㫧1.60

96.32

㫧1.0

12.3

㫧1.95

132.35

Dof1-4

㫧0.5

12.3

㫧4.27

135.23

Dof1-9

⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ ᚑ

㪏㪋

ᓟ䇮శวᚑ䈱శൻቇ♽䈱㜞䈇↪䉕ዉ䈇䈢ઍ⻢ᡷᄌ䈱⸃䈫䇮⎫㤛หൻ䈱ᵴᕈൻ࿃ሶ
䈱หቯ䉕੍ቯ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮䊒䊨䊁䉥䊷䊛⸃ᨆ䈮䉋䉍ᩕ㙃ᔕ╵㑐ㅪ⺞▵࿃ሶ䈪䈅䉎䈖䈫䈏␜
ໂ䈘䉏䈢䉺䊮䊌䉪⾰䈱ᯏ⢻⸃ᨆ䉅ታᣉ䈜䉎䇯⎇ⓥ䈏ㅴ䉃䈫䇮ㄘ‛䈱ㆮવሶᠲ䈮䉋䉎㊂
Ⴧ䈲䈛䉄䇮㪚㪦㪉࿕ቯ䈮ઍ䈘䉏䉎䉋䈉䈭ⅣႺ⑼ቇ䈭䈬ᐢ▸࿐䈭ಽ㊁䈻ᓇ㗀䉕ਈ䈋䉎ᚑᨐ䈏ᦼ
ᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

࿑ 㪛㫆㪽㪈ᒻ⾰ォ឵䉳䊞䉧䉟䊝䈱㊂⺞ᩏ⚿ᨐ䇯

႙⨍ᢙ

႙⨍㊀㊂

䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈮䈍䈇䈩䇮ォ౮࿃ሶ㪛㫆㪽㪈䈮䉋䉎ઍ⻢䊋䊤䊮䉴䈱ᡷᄌ䈲䇮⓸⚛䈫⎫㤛䈱หൻ↥
‛䈱㊂䉕Ⴧᄢ䈘䈞䉎䈱䉂䈪䈲䈭䈒䇮ᒝ䈇శ䉕ᾖ䈘䉏䈢䈫䈐䈱䉪䊨䊨䊐䉞䊦㊂䈱ૐਅ䉕㒐
ᱛ䈜䉎䈖䈫䈏⏕䈘䉏䈢䇯䉋䈦䈩䇮䈖䈱ᡷᄌ䈲ⅣႺㆡᔕ⢻ജ䈮䉅ᄢ䈐䈭ᓇ㗀䉕䈿䈚䈩䇮ห⺞⊛
䈮⚛䇮⓸⚛䇮⎫㤛䈱หൻ㊂䉕Ⴧᄢ䈘䈞䈢䈫⠨䈋䉌䉏䉎䇯䈖䈱䉋䈉䈮ⶄᢙ䈱หൻ䉲䉴䊁䊛䈏ห
⺞⊛䈮ᵴᕈൻ䈘䉏䈢⚿ᨐ䇮㪛㫆㪽㪈ᒻ⾰ォ឵䈪䈲䉴䉺䊷䉼䈫䉺䊮䊌䉪⾰䈱㊂䈏Ⴧᄢ䈚䈢䇯
䈘䉌䈮䇮䉳䊞䉧䉟䊝䉕↪䈇䈩䇮ㆮવሶᠲ䈮䉋䉎⚛䇮⓸⚛䇮⎫㤛หൻ䉲䉴䊁䊛䈱ห⺞⊛䈭ᵴ
ᕈൻ䈏㊂䈮䈿䈜ലᨐ䉕⹏ଔ䈚䈢䇯㪛㫆㪽㪈ᒻ⾰ォ឵䉳䊞䉧䉟䊝䈪䈲䉴䉺䊷䉼䈱↢วᚑ䈮㑐ਈ
䈜䉎㉂⚛䈱ᵴᕈ䈏Ⴧᄢ䈚䇮䉁䈢䇮႙⨍ᢙ䇮䈠䈱㊀㊂䈫䉅䈮Ⴧട䈚䈩䈇䈢䋨࿑ෳᾖ䋩䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴䈱䇸ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ 䉼䊷䊛ဳ⎇ⓥ䋨㪚㪩㪜㪪㪫䋩䈱ᚑᨐ
䈪䈅䉎䇯

ᚢ⇛⊛ഃㅧ⎇ⓥផㅴᬺ䌃䌒䌅䌓䌔䈮䈍䈇䈩ᐔᚑ䋱䋷ᐕ䈎䉌ታᣉ䈚䈩䈇䉎䇮᧲੩ᄢቇ䈱ᩉỈୃ
৻ಎᢎ䉌䈲䇮ォ౮࿃ሶ㪛㫆㪽㪈䉕⊒䈘䈞䇮ㆡಾ䈭↢⢒᧦ઙ䉕ㆬ䈹䈖䈫䈮䉋䉍䇮↪น⢻䈭శ䉣
䊈䊦䉩䊷㊂䈏ᄢ䈚䈩䇮ᬀ‛䈏ᄖ䈎䉌ข䉍䉏䈢ήᯏ‛䉕↪‛⾰䈮ᄌൻ䈘䈞䉎ઍ⻢⚻〝
䈏ᵴᕈൻ䈚䈩䇮䈠䉏䈮䉋䉍⚛䇮⓸⚛䇮⎫㤛䈱หൻ㊂䈏Ⴧᄢ䈚䈩↪‛⾰䈱⾂⬿ེቭ䈱⢈ᄢ
䈏䉌䉏䉎䈖䈫䉕␜䈚䇮ㆮવሶᠲ䈮䉋䉍ㄘ‛䈱ⓠ㊂䉕Ⴧᄢ䈘䈞䉎ౕ⊛䉴䊃䊤䊁䉳䊷䉕
␜䈚䈩䈐䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

ㆮવሶᡷᄌ䋨ォ౮࿃ሶDof䋱䈱ዉ䋩䈮䉋䉎ઍ⻢䈱ᵴᕈൻ
䋭ㄘ‛䈱ⓠ㊂Ⴧᄢ䈮╭䋭

䊅䉲䊢䊅䊦䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䊒䊨䉳䉢䉪䊃

䊅䉲䊢䊅䊦䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䊒䊨䉳䉢䉪䊃

㪏㪌

㪏㪍

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ઃടଔ୯䉕ะ䈘䈞䇮ᓧ䉌䉏䈢ᖱႎ䉕䊂䊷䉺䊔䊷䉴ൻ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䈘䉌䈭䉎䊥䉸䊷䉴䈱⾰䈱ะ
䉕⋡ᜰ䈜䇯䈘䉌䈮䇮࿖ౝᄖ䈱㑐ㅪ⎇ⓥᯏ㑐䈫䈱ㅪ៤䉕ᒝൻ䈚䇮ᒰ䊥䉸䊷䉴䈍䉋䈶䈠䈱ᖱႎ䉕⊒ା
䈜䉎䈢䉄䈱䉫䊨䊷䊋䊦䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈫䈚䈩䈱ὐ䉕᭴▽䈚䇮ᒰ䊥䉸䊷䉴䈱․ᓽ䈪䈅䉎䇸䊝䊂䊦ᬀ‛
䈎䉌‛䈻䈱ዷ㐿䇹䈱䊝䊂䊦䉬䊷䉴䈫䈚䈩䈱䉕▽䈐䈕䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈜䇯

ᧄ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䉋䉍․ᕈᖱႎ䉇ㆮવᖱႎ䈏ઃട䈘䉏䈢䊤䉾䊃♽⛔䈲䇮䊡䊷䉱䊷䊐䊧䊮䊄䊥䊷䈭䊂
䊷䉺䊔䊷䉴䈮㐿䈚䈩䈇䉎䇯⎇ⓥ⠪䈲⥄ಽ䈱⎇ⓥ䈮䈅䈦䈢䊤䉾䊃♽⛔䉕ㆬᛮ䈚䈩↪䈜䉎䈖䈫䈏䈪
䈐䉎䇯䈖䈱ᬺ䉕ㅢ䈚䈩䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䈻䈱䊤䉾䊃䈱⽸₂䈱ଦㅴ䉕⋡ᜰ䈜䇯

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

ᧄNBRP䇸䊚䊟䉮䉫䉰䊶䉻䉟䉵䇹䊥䉸䊷䉴䈲䇮ችፒᄢቇ䊐䊨䊮䊁䉞䉝⑼ቇታ㛎✚ว䉶䊮䉺䊷
䉕ਛᩭᯏ㑐䈫䈚䈩ᢛ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

䊙䊜⑼‛䈲䇮ᾲᏪ䈎䉌᷷Ꮺၞ䈮䈍䈇䈩㊀ⷐ䈭䉺䊮䊌䉪⾰Ḯᩱၭ䊶↪䈘䉏䈩䈍䉍䇮
ੑᰴઍ⻢↥‛䈱⫾Ⓧ䉇ᓸ↢‛䈫䈱↢䈭䈬䈱⎇ⓥ᧚ᢱ䈫䈚䈩䉅㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯
䊚䊟䉮䉫䉰䋨Lotus japonicus䋻Japanese trefoil䋩䈲䊙䊜⑼䇮䊙䊜⑼䈮ዻ䈜䉎ᄙᐕ↢䈱䊙
䊜⑼ᬀ‛䈪䇮⇇ਛ䈱ᾲᏪ䈎䉌ኙᏪၞ䈮150⒳એ䈏↢ᕷ䈚䈩䈍䉍䇮㘺ᢱ䊶㘩ᢱ䊶
⮎↪䈱䈾䈎ⷰ⾨↪䈫䈚䈩䉅↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯䊚䊟䉮䉫䉰䈲䇮2䈪ᨴ⦡ᢙ䈏 2n=12
䈪䈅䉍䉭䊉䊛䉰䉟䉵䈏ዊ䈘䈒䋨442 - 472 Mbp䋩䇮⥄ᱺᕈ䈪䈅䉍ઍᦼ㑆䈏⍴䈒䋨䋲 - 䋴䊱䋩䇮
ᒻ⾰ォ឵䈏Ყセ⊛ኈᤃ䈪䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮䉟䊈䉇䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈫ห᭽䈮䊝䊂䊦ᬀ‛䈫䈚䈩
䈱䉕▽䈐䈕䈩䈐䈢䇯
䉻䉟䉵䋨Glycine max䋩䈲䇮⒳ሶ䈮⼾ን䈭䉺䊮䊌䉪⾰䉇ᴤ⢽䉕䉂䇮䈘䉌䈮䈲䇮ᯏ⢻ᕈ‛
⾰䈫䈚䈩⍮䉌䉏䉎䉟䉸䊐䊤䊗䊮䉇䉰䊘䊆䊮䈭䈬䈱ੑᰴઍ⻢↥‛䈮ን䉃ᩕ㙃ଔ䈱ఝ䉏䈢㊀
ⷐ‛䇯䉻䉟䉵䈲᧲䉝䉳䉝ේ↥䈱㊁↢⒳䈪䈅䉎䉿䊦䊙䊜䋨Glycine soja䋩䈎䉌Ḯ䈚䈢䈫⠨
䈋䉌䉏䇮ᣣᧄ䉕䉃᧲䉝䉳䉝䈮䈲ᩱၭ䈎䉌㊁↢䈮䈎䈔䈩⼾䈎䈭ㆮવ⊛ᄌ⇣䈏ሽ䈜䉎䇯
䉁䈢䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈪䈲ᐔᚑ19ᐕᐲ䈱㊀ὐ⺖㗴䈫䈚䈩䇮䇸⦟⾰䈭࿖↥䉻䉟䉵䈱ଏ
⛎䈱ቯൻ䊶ᄢ䇹䉕䈕䇮䉻䉟䉵䉭䊉䊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䉕⊒⿷䈘䈞䈩䈇䉎䇯
䇮ᦨ䉅↪䈘䉏䈩䈇䉎䊥䉸䊷䉴䈲䈮␜䈚䈢䊚䊟䉮䉫䉰ታ㛎♽⛔䈱䇸Gifu B-129䇹䈫䇸
Miyakojima MG-20䇹䈪䈅䉍䇮ਥ䈮䇮ᬀ‛䈫ᓸ↢‛䈫䈱↢㑐ଥ䈮䈅䉎ᩮ☸䈍䉋䈶⩶ᩮᒻ
ᚑ䈮㑐䉒䉎⎇ⓥ䈪↪䈘䉏䇮䈇䈒䈧䈎䈱㊀ⷐ䈭ㆮવሶ䉅න㔌䈘䉏䈩䈇䉎䇯
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ᧄNBRP䇸䊤䉾䊃䇹䊥䉸䊷䉴䈲䇮੩ㇺᄢቇᄢቇ㒮කቇ⎇ⓥ⑼㒝ዻേ‛ታ㛎ᣉ⸳䉕ਛᩭᯏ㑐䈫
䈚䈩ᢛ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

ታ㛎↪䊤䉾䊃䋨ቇฬRattus norvegicus䇮ฬ 䊄䊑䊈䉵䊚䋩䈲䇮ㆮવ䈫ⅣႺ䈱ਔ㕙䈪෩ኒ䈭
ᓮ䈏น⢻䈪䈅䉎䈖䈫䈮ട䈋䇮䈠䈱ㆡᐲ䈭ᄢ䈐䈘䈫㜞䈇ㆡᔕ⢻ജ䈎䉌䇮↢ᯏ⢻䊝䊂䊦䉇∔ᖚ
䊝䊂䊦䈫䈚䈩↪䈪䈐䉎㊀ⷐ䈭ູേ‛䇯
NBRP䇸䊤䉾䊃䇹䊥䉸䊷䉴䈎䉌䇮એਅ䈱♽⛔䉕↪䈚䈢⎇ⓥᚑᨐ䈏⊒䈘䉏䈩䈇䉎䈾䈎䇮䈠䈱
ᬺᚑᨐ䈶㑐ㅪ⎇ⓥ䈏䇺Nature Genetics䇻䋨ᐔᚑ20ᐕ5 䊤䉾䊃․㓸ภ䋩䈪⚫䈘䉏䈢䇯
SER 䋨Spontaneously Epileptic Rat䋩
SER䊤䉾䊃䈲䇮䈔䈇䉏䉖╬䉕⊒∝䈜䉎䊍䊃䈩䉖䈎䉖䈱䊝䊂䊦േ‛䇯2007ᐕ731ᣣ䈮ᛚ䈘
䉏䈢᛫䈩䉖䈎䉖⮎䇸䊃䊏䊤䊙䊷䊃䇹䇮⹜㛎ਛ䈱䇸䊧䊔䉼䊤䉶䉺䊛䇹䈱⮎ല⹜㛎䋨Kanda et al,
1996䇮Ji-qun et al, 2005䋩╬䈮↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯
DON䇮IS/Kyo䇮WKYO䇮WTC ╬
䊍䊃䈍䉋䈶䊤䉾䊃䈱♻⣢Ἳ䈱ේ࿃䈫䈚䈩䇮Fcgr3ㆮવሶ䈱䉮䊏䊷ᢙᷫዋ䈏ႎ๔䈘䉏䈢
䋨Aitman et al, 2006䋩䇯NBRP-Rat䈎䉌ឭଏ䈚䈢⸥4♽⛔䈏䊊䊒䊨䉺䉟䊒⸃ᨆ䈮↪䈘䉏䇮
∛ᘒ䈻䈱㑐ਈ䈱⸽䈫䈭䈦䈢䇯
LEXF/FXLE䊥䉮䊮䊎䊅䊮䊃䋨RI䋩ㄭ♽⟲
⇇ᦨᄙ䈱36♽⛔䈎䉌䈭䉎ᧄ⚵឵䈋䋨RI䋩♽⛔⟲䈲䇮PNU⺃⊒T䊥䊮䊌⣲╬䈱QTL⸃ᨆ
䋨Quantitative trait Locus;ⶄᢙ䈱ㆮવሶᐳ䈱ലᨐ䉕⠨ᘦ䈚䈢⸃ᨆ䋩䈮↪䈘䉏䈢䋨Lu et al,
1999䇮Tachibana et al, 2006䋩䇯䊤䉾䊃䊐䉢䊉䊷䊛䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇮SSLP䈍䉋䈶⚂2ਁએ䈱
SNP䈮䉋䉎ㆮવሶဳ䊒䊨䊐䉜䉟䊦䋨SDP䋩䇮F344䇮LE♽⛔䈱BAC䊤䉟䊑䊤䊥䊷╬䈱ၮ⋚
ᢛ䈏䈭䈘䉏䇮ᄙ࿃ሶ∔ᖚ䈱QTL⸃ᨆ䈮䉁䈜䉁䈜↪䈚䉇䈜䈒䈭䈦䈩䈇䉎䇯
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䋨࿑䋱䋩

ᧄNBRP䇸䊍䊃⚦⢩䊶േ‛⚦⢩䇹䊥䉸䊷䉴䈲䇮ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷䉕ਛ
ᩭᯏ㑐䈫䈚䈩ᢛ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

ᐢ▸䈭↢⑼ቇಽ㊁䈮䈍䈇䈩⚦⢩᧚ᢱ䈲ᔅ㗇䈱⎇ⓥ᧚ᢱ䈪䈅䉍䇮කቇಽ㊁䊶ഃ⮎ಽ
㊁╬䈱ੱ㘃䈱ะ䈮⾗䈜䉎䊃䊤䊮䉴䊧䊷䉲䊢䊅䊦䊶䊥䉰䊷䉼㗔ၞ⎇ⓥ䉕䈲䈛䉄䇮⼾
ን䈭䊍䊃⚦⢩᧚ᢱ䈱ଏ⛎䈱ᢛ䈏༛✕䈱⺖㗴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯䉁䈢䇮iPS⚦⢩ᛛⴚ䈱
䈮ᓟ䈚䈘䉏䈢ౣ↢කቇ⎇ⓥಽ㊁䈪䉅䇮䈠䈱⊒ዷ䈱䈢䉄䈮䇸ᐙ⚦⢩䊋䊮䉪䇹䈱ᢛ
䊶లታ䈏㊀ⷐ⺖㗴䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯
ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷䈪䈲䇮᭽䇱䈭ၭ㙃⚦⢩䉕ਛᔃ䈫䈚䈩㓸䈮ദ䉄䇮
䈪䈲1,000⒳㘃䉕䈋䉎ၭ㙃⚦⢩䉕䇮හᤨឭଏน⢻䈭⚦⢩᧚ᢱ䈫䈚䈩ᢛ䈚䈩䈇䉎䇯
2003ᐕᐲ䈎䉌䈲䇮䊍䊃↱᧪䈱ᱜᏱ⚦⢩䋨ᐙ⚦⢩╬䋩䈮㑐䈚䈩䉅䊋䊮䉪ᬺോ䉕ᒛ䈚䇮⊒↢
ቇ䊶⒖ᬀቇ䊶ౣ↢කቇ╬䈱㑐ㅪಽ㊁䈱⎇ⓥ䈮⾗䈜䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉌ၭ㙃⚦
⢩䉕↪䈇䈢⎇ⓥᚑᨐ䈲ᣢ䈮⤘ᄢ䈭ᢙ䈮㆐䈚䈩䈇䉎䋨࿑䋱䋩䇯
ౕ⊛䈭⎇ⓥᚑᨐ䈱䈫䈚䈩䇮䊍䊃⤯Ꮺⴊਛ䈱ⴊᶧᐙ⚦⢩䉕↪䈇䈩䇮⹜㛎▤ౝ䈪⿒ⴊ
䉕ᄢ㊂↢↥䈜䉎ᛛⴚ䈱㐿⊒䈮ᚑഞ䈚䈩䈇䉎䇯 䈖䈱ᣇᴺ䉕↪䈇䉎䈫䇮ઁ䈱⚦⢩䋨ᩕ㙃⚦
⢩䋩䉕↪䈜䉎䈖䈫䈭䈒䇮䋱䈱ⴊᶧᐙ⚦⢩䈎䉌100ਁㄭ䈇⿒ⴊ䈱↢↥䈏น⢻䈪䈅
䉍䇮䈎䈧䇮↥↢䈘䉏䈢⿒ⴊ䈱䈾䈫䉖䈬䈏⣕ᩭ⿒ⴊ䈫䈭䉎䋨࿑䋲䋩䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䌎䌂䌒䌐䇸䊍䊃⚦⢩䊶േ‛⚦⢩䇹䊥䉸䊷䉴䉕䈦䈢⎇ⓥᚑᨐ

䊅䉲䊢䊅䊦䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䊒䊨䉳䉢䉪䊃

㪏㪏

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ᚒ߇࿖ߩ⎇ⓥၮ⋚ᢛࠍㅴޔᬀ‛⎇ⓥࠍଦㅴߒߡ㘩ᢱ↢↥ޔⅣႺో⾰‛↪ޔ
ߩ↢↥ߥߤ㊀ⷐ⺖㗴ߩ⸃ߦ⽸₂ߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅

ᧄNBRP䇸䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䇹䊥䉸䊷䉴䈲䇮ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷䉕ਛᩭᯏ
㑐䈫䈚䈩ᢛ䈏ㅴ䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯

䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈲䊡䊷䊤䉲䉝ේ↥䈱䉝䊑䊤䊅⑼ᬀ‛䈪䈅䉍䇮ታ㛎ቶౝ䈪ᩱၭน⢻䈭ዊ
ဳ䈱ᬀ‛䈪䈅䉎䈖䈫䇮↢ᵴⅣ䈏⍴䈇䈖䈫䇮ᒻ⾰ォ឵䈏ኈᤃ䈪䈅䉎䈖䈫䈭䈬䇮䊝䊂䊦ታ㛎
ᬀ‛䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䉎⒳䇱䈱․ᓽ䉕䈋䈩䈇䉎䇯2000ᐕ12䈮䈲㜞╬ᬀ‛䈪ೋ䉄䈩ో䉭
䊉䊛Ⴎၮ㈩䈱⸃⺒䈏ቢੌ䈜䉎䈫䈫䉅䈮ㆮવሶ⎕უᩣ䉇ቢో㐳cDNA䈭䈬⎇ⓥၮ⋚䈫
䈭䉎䊥䉸䊷䉴䈱ᢛ䈏ㅴ䉖䈪䈍䉍䇮⎇ⓥ᧚ᢱ䈫䈚䈩㓙┙䈦䈢ఝᕈ䉕ᜬ䈧䈮⥋䈦䈩䈇䉎䇯
ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷䋨BRC䋩䈱ᬀ‛䊥䉸䊷䉴䈲࿖ౝᄖ䈱1,000䉕䈋
䉎⎇ⓥቶ䈮ឭଏ䈘䉏䇮ᄙ⒳ᄙ᭽䈭⎇ⓥ䈮↪䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈋䈳ℂൻቇ⎇ⓥᚲᬀ‛⑼
ቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈪䈲䇮䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅ቢో㐳cDNA䉪䊨䊷䊮䉕ᵴ↪䈚䈩䉲䊨䉟䊇䊅䉵䊅䈱
‛⾰ઍ⻢䈮㑐䉒䉎⎇ⓥ䉕ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯ᦨㄭ䈱ᚑᨐ䈫䈚䈩䈲䇮ᵴᕈ㉄⚛䈱㒰䈭䈬䈱ᯏ
⢻䉕ᜬ䈤䊘䊥䊐䉢䊉䊷䊦䈱1⒳䈪䈅䉎䊐䊤䊗䊉䉟䊄䈏วᚑ䈘䉏䉎ㆊ⒟䈪䈒㊀ⷐ䈭㉂⚛ㆮ
વሶ䈱หቯ䈮ᚑഞ䈚䇮 2007ᐕ䈮䈠䈱ᚑᨐ䈏Journal of Biological Chemistry䈮ឝタ
䈘䉏䈢䇯
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䈖䉏䉁䈪䈱⎇ⓥᚑᨐ䈱⫾Ⓧ䉕✂⟜⊛䊶ቯ⊛䈮↪䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䉍䇮䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⎇ⓥ䈱
⊒ዷ䈮ਇนᰳ䈭ၮ⋚䈫䈭䉎䇯䉁䈢↪ᴺ䉇᭽ᑼ䉕䉁䈢䈇䈣ᬌ⚝ᯏ⢻䈱㐿⊒╬䈮䉋䉎ᣢሽ䊂䊷䉺䈱
ᣂ䈢䈭ᵴ↪䉇䇮↥ᬺ⇇䊶කቇ㑐ଥ⠪䈭䈬䈮䉋䉎ᔕ↪↪䉕ㅢ䈚䈩ᣂ䈢䈭⍮䈏ᓧ䉌䉏䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

䊶ᵈ㉼䈶䊜䉺䊂䊷䉺ઃ䈐
䊶DB䉰䉟䊃䈱䊃䉾䊒䊕䊷䉳䉕䉰䊛䊈䉟䊦␜
䊶DB䈱Ⓙ⁁ᴫ䉕䊝䊆䉺䊷
䊶␜↪⠪䈎䉌䈱䉮䊜䊮䊃ฃઃ䈔ᯏ⢻
䊶⊓㍳DBᢙ䋺400ઙ(H20.05 䋩

䇼↢⑼ቇ♽䊂䊷䉺䊔䊷䉴䉦䉺䊨䉫䇽

䇼⛔ว䊖䊷䊛䊕䊷䉳䋺http://lifesciencedb.jp䇽

ቇⴚ⺰ᢥ䈱✚⺑䉇․⸵䈭䈬ᣣᧄ⺆䈪ᦠ䈎䉏䈢ᢥ₂ᖱႎ䇮䈭䉌䈶䈮ㆮવሶ䉇䉺䊮䊌䉪⾰
䊂䊷䉺╬䈱↢⑼ቇ♽䊂䊷䉺䊔䊷䉴䉕ᮮᢿ⊛䈮ᬌ⚝䈚䈢䉍䇮⇣䈭䉎⒳㘃䈱䊂䊷䉺䊔䊷䉴䉕ㅢ
䈮↪䈪䈐䉎䈢䉄䈱ၮ⋚䉲䉴䊁䊛䈱ឭଏ╬䈱ታ䈲ೋ䉄䈩䈪䈅䉍䇮⇇ᦨ㜞᳓Ḱ䈱䊧䊔䊦䉕
⋡ᜰ䈜䉅䈱䈪䈅䉎䇯
䈭䈍䇮ක⮎ຠ䊶කቇ㑐ଥ䈱䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱ᢛ䈪䈲䇮੩ㇺᄢቇ䋨ㅴಎᢎ䋩䇮᧲੩ක⑼ᱤ
⑼ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䋨ઍ⠪䋺↰ਛඳᢎ䋩䇮᧲੩ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䋨ઍ⠪䋺ᓼ᳗ൎ჻ᢎ䋩䈏ಽᜂ䈚
䈩䈇䉎䇯䈘䉌䈮ಽ㊁䈱䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱ᢛ䈪䈲䇮ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䋨⼾↰ື㇢ㇱ㐷㐳䋩䇮࿖┙
ㆮવቇ⎇ⓥᚲ䋨ၳቁᢎ䋩䇮↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ♧㎮කᎿቇ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䋨ᚑ᧻ਭ䉶䊮
䉺䊷㐳䋩䇮ᎺᎿᬺᄢቇ䋨⋁୶ᢎ䋩䈏ෳ↹䈚䇮䉥䊷䊦䉳䊞䊌䊮䈪ㅴ䉄䈩䈇䉎䇯

ᄢቇห↪ᯏ㑐ᴺੱ ᖱႎ䊶䉲䉴䊁䊛⎇ⓥᯏ᭴ 䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⛔ว䊂䊷䉺䊔䊷䉴䉶䊮
䉺䊷䋨䉶䊮䉺䊷㐳 㜞ᧁਭ䋩䉕ਛᔃ䈫䈚䈩䇮ᐔᚑ18ᐕ9䉋䉍↢⑼ቇ♽䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈱ၮ⋚
ᢛ䈮⌕ᚻ䈚䇮ᚲᖱႎ╬䈱䉦䉺䊨䉫䉇ᮮᢿᬌ⚝╬䈱䉰䊷䊎䉴䉕ឭଏ䈜䉎䉡䉢䊑䉰䉟䊃䇸⛔ว
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ല₸ൻ䈜䉎䈣䈔䈪䈲䈭䈒䇮䈖䉏䉁䈪䇮⥄ὼ㈩䈫䈇䈉㐳䈇ᐕ䉕ᔅⷐ䈫䈜䉎ኅ⇓䈱ຠ⒳ᡷ⦟䇮᳗ਭ
ಓ䈎䉌⊒ជ䈘䉏䈢䊙䊮䊝䉴䈱ᓳర䈭䈬䈻䈱ᔕ↪䉅ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

㗼ᓸ♖䈱᭽ሶ䇯ෆሶ䈮♖
ሶ䉕ੱᎿ⊛䈮ᵈ䈜䉎䇯

䉁䈢䇮േ‛ታ㛎䈮䈍䈇䈩䇮ㆮવ⊛ဋ৻ᕈ䈲ታ㛎䈱ౣᕈ䉕ቯ䈜䉎㊀ⷐ䈭ຠ⾰䈱৻䈧䈪
䈅䉍䇮ဋ৻ᕈ䉕ᓧ䉎䈢䉄䈮䈲䇮ዋ䈭䈒䈫䉅12ઍ䈱䈎䈔ว䉒䈞䉕ⴕ䈉ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯䈚䈎䈚䇮⥄
ὼ㈩䈪䈲৻ઍ䈅䈢䉍2䌾3䊱䉅ᔅⷐ䈪䇮ᐕ䇱┹䈏ỗൻ䈜䉎䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⎇ⓥ䈮䈍
䈇䈩䊗䊃䊦䊈䉾䉪䈫䈭䈦䈩䈇䈢䇯䈚䈎䈚䇮ᚑᾫ೨䈱㓶䈎䉌ណข䈚䈢ᧂᾫ䈭↢ᱺ⚦⢩䈮ኻ䈚䈩㗼
ᓸ♖ᛛⴚ䉕㚟䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ઍઍ䈮䈎䈎䉎ᦼ㑆䉕ඨಽ䈮⍴❗䈚䇮ㆮવ⊛ဋ৻ൻ䇮
හ䈤ຠ⾰▤ℂ䉕ᄢ䈮ല₸ൻ䈜䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䋨ᐔᚑ21ᐕ3䋩䇯

ታ㛎േ‛䈱♖ሶ䉕ಓ⚿ሽ䈜䉎႐ว䇮ᶧൻ⓸⚛䈱䉋䈉䈭ૐ᷷䋨䋭196㷄䋩䈪ቯ⊛䈮
ሽ䈚䇮䈎䈧䇮⼔╬䉕ᷝട䈚䈩䇮ಓ⚿䊶Ⲣ⸃ᤨ䈮䈍䈔䉎៊უ䉕㒐䈓ᔅⷐ䈏䈅䉎䈫䈘䉏䈩䈇䈢䇯
䈚䈎䈚䇮䊙䉡䉴䉕䈱䉁䉁䇮Ꮢ⽼䈱಄ಓᐶ䈮䈩䋭20㷄⒟ᐲ䈫䈇䈉ᭂ䉄䈩㜞䈇᷷ᐲ䈪15ᐕ㑆
ሽ䈚䈩䈇䈢䊙䉡䉴䈎䉌♖ሶ䉕ข䉍䈚䇮㗼ᓸ♖ᛛⴚ䉕㚟䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᱜᏱ䈭䊙䉡䉴
↥ሶ䉕ᓧ䉎䈖䈫䈮ᚑഞ䈚䈢䋨ᐔᚑ18ᐕ8䋩䇯

⁛┙ⴕᴺੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷ㆮવᎿቇၮ⋚ᛛⴚቶ䈲䇮⇇ᦨ㜞᳓
Ḱ䈱䇸㗼ᓸ㏜䉕↪䈇䈢ੱᎿ♖ᛛⴚ䇹䉕㐿⊒䈚䇮ታ㛎േ‛䈮䈍䈔䉎⇇ᦨ㜞᳓Ḱ䈱㗼ᓸ♖
ᛛⴚ䉕㐿⊒䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

⇇ᦨ㜞᳓Ḱ䈱㗼ᓸ♖ᛛⴚ䉕⏕┙

ℂൻቇ⎇ⓥᚲㆇ༡⾌ઃ㊄ᬺ

㖧࿖KRIBB↢‛⹏ଔ䉶䊮䉺䊷䈶ᓸ
↢‛䉭䊉䊛⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䈫MoU䉕ข䉍
䉒䈚䈢䇯

㪐㪋

ℂൻቇ⎇ⓥᚲ ᚑ

䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴⏕䈱࿖㓙┹䈮ᛂ䈤ൎ䈤ᚒ䈏࿖ఝᕈ䉕⏕䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮ㅪ៤䈏ㅴ䉃䈖䈫䈮
䉋䉍䇮ੱ㘃䈱⺖㗴⸃䈢䉄䈱䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴⎇ⓥ䈏ផㅴ䈘䉏䉎䇯ട䈋䈩䇮䉝䉳䉝䈱ㅪ៤䉕ᜰዉ
䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮䉝䉳䉝䈱⎇ⓥ䊧䊔䊦䈱ᐩ䈕䈫䉝䉳䉝䈪䈱䉟䊆䉲䉝䉼䊑⏕┙䈏ታ䈜䉎䇯

ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䇮ᓟ䈱ዷ㐿

17ᯏ㑐䈫䈫䉅䈮FIMRe䉕⸳┙䇯⇇ਛ
䈱䊙䉡䉴䊥䉸䊷䉴䈏৻䈧䈱DB䇸IMSR䇹
䈣䈔䈪ᬌ⚝䈪䈐䉎䉋䈉䈮䈭䈦䈢䇯

䃁䉝䉳䉝⻉࿖䈫䈱දജ
• ℂ⎇BRC䈲䇮䉝䉳䉝⻉࿖䈫䈱ㅪ៤දജ䉕ㅴ䉄䇮䉝䉳䉝䈮䈍䈇䈩䉟䊆䉲䉝䉼䊑䉕⊒ើ䈚䈢䇯䉝
䉳䉝䈮䈍䈔䉎䊙䉡䉴䊥䉸䊷䉴䈱ᢛ䈱䈢䉄䇮ᐔᚑ18ᐕ11䈮Asian Mouse Mutagenesis
and Resource Association䉕⸳┙䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮㖧࿖KRIBB䋨ᐔᚑ19ᐕ11䋩䇮บḧ࿖┙㓁
ᄢቇ䋨ᐔᚑ20ᐕ12䋩╬䈫ᯏ㑐㑆දജදቯ䉕✦⚿䈚䈢䇯వᣇᯏ㑐䈱䉴䉺䉾䊐䉕ฃ䈔䉏䈩䈱㐳
ᦼ⎇ୃ䇮䉁䈢䇮ℂ⎇BRC䈱䉴䉺䉾䊐䉕ᵷ㆜䈚䈩䈱ᜰዉ╬䉕♖ജ⊛䈮ታᣉ䈚䈢䇯

䃁࿖㓙ᵴേ䈱♽⊛䈭ข⚵
• ℂ⎇BRC䈏䊥䉸䊷䉴䉕ឭଏ䈚䈢ᶏᄖᯏ㑐ᢙ䈲䇮ᐔᚑ17ᐕᐲ䈎䉌20ᐕᐲ䉁䈪䈱㑆䈮Ⴧ䈚䈢䇯
㜞ຠ⾰䈭䊥䉸䊷䉴䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䈪䇮ᚒ䈏࿖䈱⑼ቇ᳓Ḱ䈱㜞䈘䉕⊒ା䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮⋡䈮䈋䉎
࿖㓙⽸₂䉕ⴕ䈦䈢䇯
• ℂ⎇BRC䈲OECD Global Resource Centres Network 䈮ෳ↹䈚䇮Best Practiceᚑ䉕ห
䈪ⴕ䈦䈢䋨ᐔᚑ19ᐕ12䋩䇯
• ⇇ਛ䈱䊙䉡䉴䊥䉸䊷䉴䉕⇇ਛ䈪ല↪䈜䉎䈢䉄䇮ℂ⎇BRC䈲䇮⇇⊛䈭䊙䉡䉴ᯏ㑐䈫䈫
䉅䈮FIMRe (Federation of International Mouse Resources)䉕⸳┙䈚䇮ຠ⾰▤ℂᛛⴚ䈱䇮
䊪䊮䉴䊃䉾䊒DB䈱᭴▽䇮䊙䉡䉴ಓ⚿⢦䈱ൻ䉰䊷䊎䉴╬䉕ታ䈚䈢䋨ᐔᚑ18ᐕ5䌾䋩䇯

↢‛ㆮવ⾗Ḯ(䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴)䈲䊤䉟䊐䉰䉟䉣䊮䉴䈱㊀ⷐ䈭ၮ⋚䈪䈅䉎䈫ฦ࿖䈏⼂䈚䇮䈠䈱
⏕䈲෩䈚䈇࿖㓙┹䈏ሽ䈜䉎䇯৻ᣇ䇮ੱ㘃ㅢ䈱⺖㗴䈪䈅䉎ஜᐽ䊶㘩ᢱ䊶ⅣႺ䈱㗴䉕
⸃䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮䉁䈢ỗჇ䈜䉎↢‛ㆮવ⾗Ḯ䈻䈱䊆䊷䉵䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮ᢛ䈲৻࿖
৻ᯏ㑐䈣䈔䈪䈪䈐䉎䉅䈱䈪䈲䈭䈒䇮ฦ࿖䈱㑐ଥᯏ㑐䈱ಽᜂ䈫ㅪ៤䈏ᔅⷐ䈪䈅䉎䇯⁛┙ⴕᴺ
ੱℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䉶䊮䉺䊷䋨ℂ⎇BRC䋩䈲䇮䈖䈱䉋䈉䈭࿖㓙┹䈫࿖㓙දജ䈱ਔ
㕙䈏ሽ䈜䉎䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴ᢛ䈮䈧䈇䈩䇮ᚢ⇛⊛䈭࿖㓙ᵴേ䉕ⴕ䈇䇮ታ❣䉕䈕䈩䈇䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

䊋䉟䉥䊥䉸䊷䉴䈮㑐䉒䉎࿖㓙ᵴേ䈱ᚢ⇛⊛ផㅴ

ᰴઍ↢⛔ว䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉸䊐䊃䉡䉢䉝
䈱⎇ⓥ㐿⊒

ోり

╭㛽ᩰ♽

㛽䋫ౝ⤳

ⴊ▤╬

ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ᚑ

ታ㓙䈱䊍䊃㗡⬄㛽䊂䊷䉺䉕
↪䈇䈢ᒝജ㓸᧤㖸ᵄ䈮
䉋䉎⣖⣲≌ἳ䉲䊚䊠䊧䊷
䉲䊢䊮

Pmax=2.2MPa

㪐㪌

ฦੱ䈱ੱ䊂䊷䉺䉕⋥ធ↪䈇䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ᰴઍဳක≮䈱ታ䈮ะ䈔䇮 ੱ䈱㛽ᩰ䊶
⾰䈭䈬䈱․ᕈ䈱㆑䈇䈭䈬䉕⠨ᘦ䈚䈢ᴦ≮ᴺ䈱ឭ᩺䈏น⢻䈫䈭䉎䇯䈋䈳䇮≸䈱✢ᴦ≮䈱
႐ว䈮䈲䇮䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮⚿ᨐ䉕↪䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍✢㊂䉕ᭂജᛥ䈋䈢ᴦ≮ᴺ䈱ᬌ⸛䈭䈬䈻䈱
↪䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯ᤨὐ䈪䈲䇮ᰴઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺↪䈱䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈪䈅䉎䈏䇮䉮䊮䊏
䊠䊷䉺䈱ᕈ⢻ะ䉕⠨䈋䉎䈫᧪⊛䈮䈲䇮Ꮢ⽼䈱PC䈪චಽ↪น⢻䈫䈭䉎䈖䈫䈏ᗐቯ䈘䉏䇮ฦ
ක≮ᯏ㑐䈮䈩ᴦ≮ᣇ㊎䈱ᬌ⸛䈱㓙䈮↪䈘䉏䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

᭴▽䈘䉏䈢䋳ᰴరੱ䊗䉪䉶䊦䊂䊷䉺

ਅᲑ䋺ᴲዩེ♽

Ბ䋺⚻♽

ਅᲑ䋺ᶖൻེ♽

Ბ䋺ๆེ♽

䈖䈱ੱ䊂䊷䉺䈮ኻ䈚䈩䇮ಽሶ䊧䊔䊦䊶⚦⢩䊧䊔䊦䈱⽎䈫㑐ㅪ䈨䈔䈭䈏䉌᭴▽䈘䉏䈢ㅪ⛯
䊝䊂䊦䈮ၮ䈨䈇䈩䇮∛ᘒ੍᷹䉇ᴦ≮ᡰេ䉕ⴕ䈉ᰴઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺↪䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢
䊮䉿䊷䊦䉕㐿⊒䈚䈩䈇䉎䇯ᔃ⤳䊶⢖䈎䉌ᶖⴊ▤䉁䈪䉄䈢ోり䈱䊙䊦䉼䉴䉬䊷䊦ᓴⅣེ♽䉲
䊚䊠䊧䊷䉺䈮䉋䉎ฦ⒳ᓴⅣེ♽∔ᖚ䈱ౣ䈫⮎ല੍᷹䊶ᚻⴚᣇᴺ䈱ᬌ⸛䇮㖸ᵄ䉇㊀☸ሶ✢
䈮䉋䉎ૐଚⷅᴦ≮ᡰេ䉲䊚䊠䊧䊷䉺䈭䈬䇮᧪⊛䈮䈲䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䈱䊥䉝䊦䉺䉟䊛⥃ᐥᔕ↪
䉅ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸ᦨవ┵䊶㜞ᕈ⢻᳢↪䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䈱㐿⊒↪䇹䊒䊨䉳䉢䉪䊃
䇸ᰴઍ↢⛔ว䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱⎇ⓥ㐿⊒䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮㜞ᧁ䋨ℂൻቇ⎇
ⓥᚲ䊶⤳ེోり䉴䉬䊷䊦⎇ⓥ㐿⊒䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䇮ᮮ↰⑲ᄦ䋨ℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊶⚦⢩䉴䉬䊷䊦
⎇ⓥ㐿⊒䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䇮 ᧻ᧄᵗ৻㇢䋨᧲੩ᄢቇ䊶ᢎ䋩䉌䈮䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䈢䇯

㜞ᧁℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊶⤳ེోり䉴䉬䊷䊦⎇ⓥ㐿⊒䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䉌䈲㪤㪩㪠䊶㪚㪫䊶㖸ᵄ䈮䉋䉍
ขᓧ䈘䉏䈢ක≮↹䊂䊷䉺䉕䉅䈫䈮䇮ᰴઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䈪↢䈐䈩䈇䉎ੱ㑆䈱䉲䊚䊠
䊧䊷䉲䊢䊮䉕㆐ᚑ䈜䉎䈢䉄䈱䇮䋳ᰴరੱ䊗䉪䉶䊦䊂䊷䉺䈱ᚑ䈮ᚑഞ䈚䈢䇯䈖䈱ᚑᨐ䈲䇮ฦ
ੱ䈱ੱ䈱․ᕈ䉕⠨ᘦ䈮䈇䉏䈢∛ᘒ䊶៊்䈱੍᷹䉇ᴦ≮ᴺ䉕ឭ᩺䈜䉎ᰴઍဳක≮䈱ታ
䈮ነਈ䈜䉎䈖䈫䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

↢䈐䈩䈇䉎䊍䊃䈱ੱ䊂䊷䉺䉕↪䈇䈢
ක≮ᡰេ䉲䊚䊠䊧䊷䉺䈱᭴▽

ᰴઍ↢⛔ว䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉸䊐䊃䉡䉢䉝
䈱⎇ⓥ㐿⊒

ಽሶേജቇ⸘▚䈮䉋䈦䈩䉌䈎
䈫䈭䈦䈢㒢㉂⚛䈱DNA⚿วᤨ
䈱ೋᦼᲑ㓏䋨⿒䋩䈫ᦨ⚳Ბ㓏
䋨㕍䋩䈪䈱ㆇേ

☻ⷞൻ䊝䊂䊦⸘▚䈮䉋䈦䈩䉌䈎
䈫䈭䈦䈢ᓸዊ▤䈱䉨䊈䉲䊮ャㅍ
ᯏ᭴

㪐㪍
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↢ಽሶ䈱ᯏ⢻⊒ㆊ⒟䈲䇮ൻቇᔕ䈫䈇䈉ᭂ䉄䈩ᓸⷞ⊛䈭䊧䊔䊦䈱⽎䈏䇮⚦⢩䉴䉬䊷
䊦䈱ᄢ䈐䈭േ䈐䉁䈪䉕䉅ᒁ䈐䈖䈜䇯䈖䈱䉋䈉䈭⽎䉕ᄙ㓏ጀ↢ಽሶ䉲䊚䊠䊧䊷䉺䈪䉲䊚䊠䊧
䊷䊃䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉏䈳䇮᭽䇱䈭∛ℂ䈮㑐䉒䉎ಽሶㆊ⒟䈮䈍䈇䈩䇮䈠䈱∛ℂ䉕䉅䈢䉌䈜ේ
࿃䉕ᐢ䈇㓏ጀ䈮䉒䈢䈦䈩ត⚝䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈫䈭䉎䉅䈱䈫ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯䈘䉌䈮䈲䇮䈠䈱∛᳇䉕
ᴦ≮䈜䉎䈢䉄䈱⮎㐿⊒䈱ജ䈭䉿䊷䊦䈫䉅䈭䉍ᓧ䉎䇯ᰴઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䈱↪䈮
䉋䈦䈩䇮䈖䉏䉁䈪㆐䈪䈐䈭䈎䈦䈢䈖䈱䉋䈉䈭ᄙ㓏ጀ↢ಽሶ䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䈏น⢻䈫䈭䉎䇯

ᦼᓙߐࠇࠆലᨐޔᓟߩዷ㐿

㊂ሶൻቇ⸘▚䈮䉋䈦䈩ቯ䈘䉏䈢
䉟 䊮 䉲 䊠䊥 䊮䈱 ಽሶ゠ 䋺HOMO
䋨Ꮐ䋩䈫LUMO䋨ฝ䋩

Pmax=2.2MPa

↢ಽሶ䈮䈲䇮㉂⚛ᔕ䈱䉋䈉䈭ൻቇᔕ䈮ᆎ䉁䉍䇮↢ಽሶ䈱േ䈐䊶ળว䇮䈘䉌䈮䈲⚦⢩
ⅣႺਅ䈪䈱ᄢ䈐䈭േ䈐䉁䈪䈱ᄙ㓏ጀ䈱ᯏ⢻⊒ㆊ⒟䈏䈅䉍䇮䈠䉏䉌䉕⛔ว⊛䈮䉲䊚䊠䊧䊷䊃䈜
䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ䈫䈘䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈱䈢䉄䈮䇮㪨㪤䇮㪤㪤䇮㪚㪞䈱䈠䉏䈡䉏䈱㓏ጀ䈪䈱㜞ㅦ䈭䉲䊚䊠䊧䊷
䉺䈏ᔅⷐ䈫䈭䉎䇯ᚒ䇱䈲䇮䈖䉏䉌㪊㓏ጀ䈮ኻᔕ䈜䉎㜞ㅦ䈭䉲䊚䊠䊧䊷䉺䉕㐿⊒䈚䇮㉂⚛ᔕ䇮䉺䊮
䊌䉪⾰䈱ᯏ⢻⊛ㆇേ䇮↢ಽሶ䈱⚦⢩䊧䊔䊦䈱ㆇേ䈭䈬䈱䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯䈘䉌
䈮䇮䈠䉏䉌䈱㓏ጀ䉕ធ⛯䈜䉎ᣇᴺ䋨㪨㪤㪆㪤㪤䇮㪤㪤㪆㪚㪞㪀䉕㐿⊒䈚䇮ᰴઍ䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䉕
↪䈇䈩䇮↢ಽሶ䈱ᯏ⢻⊒ㆊ⒟䉕䈜䈼䈩䈱㓏ጀ䈪หᤨ䈮䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉕ⴕ䈉䈖䈫䈪䇮⛔ว
⊛䈭⍮䉕ᓧ䉎䈖䈫䉕⋡ᜰ䈚䈩䈇䉎䇯
ᧄ⎇ⓥ䈲䇮ᢥㇱ⑼ቇ⋭䇸ᦨవ┵䊶㜞ᕈ⢻᳢↪䉴䊷䊌䊷䉮䊮䊏䊠䊷䉺䈱㐿⊒↪䇹䊒䊨䉳䉢䉪䊃
䇸ᰴઍ↢⛔ว䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱⎇ⓥ㐿⊒䇹䈱ᚑᨐ䈪䈅䉍䇮ᧁኹ⹎♿䋨ℂൻቇ
⎇ⓥᚲ䊶ಽሶ䉴䉬䊷䊦⎇ⓥ㐿⊒䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䋩䇮⮮ᢥବ䋨᧲੩ᄢቇ䊶ᢎ䋩䇮ᳰญḩᓼ䋨ᮮ
ᵿᏒ┙ᄢቇ䊶ಎᢎ䋩䇮㜞↰ᓆੑ䋨੩ㇺᄢቇ䊶ಎᢎ䋩䉌䈮䉋䈦䈩ⴕ䉒䉏䈢䇯

ᧁኹℂൻቇ⎇ⓥᚲ䊶ಽሶ䉴䉬䊷䊦⎇ⓥ㐿⊒䉼䊷䊛䊥䊷䉻䊷䉌䈲↢ᯏ⢻䈱ၮ⋚䈪䈅䉎↢
ಽሶ䋨䉺䊮䊌䉪⾰䇮ᩭ㉄䇮⢽⾰䈭䈬䋩䈱䇮ᯏ⢻⊒䈱႐䉕⸘▚ᯏਛ䈮᭴▽䈚䉲䊚䊠䊧䊷䊃䈜䉎䈖
䈫䈮䉋䈦䈩↢ᯏ⢻䈱⸃䇮੍᷹䉕ⴕ䈉䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈚䈩䇮㊂ሶൻቇ䋨㪨㪤㪀㩷 䇮ಽሶേജቇ䋨㪤㪤㪀㩷 䇮
☻ⷞൻ䊝䊂䊦䋨㪚㪞㪀䈫䈇䈉㪊㓏ጀ䈱ᣇᴺ䉕↪䈇䈢ᄙ㓏ጀ↢ಽሶ䉲䊚䊠䊧䊷䉺䉕᭴▽䈚䈢䇯

⎇ⓥᚑᨐ䈱䊘䉟䊮䊃

㊂ሶൻቇ䇮ಽሶേജቇ䇮☻ⷞൻ䊝䊂䊦䉕↪䈇䈢
ᄙ㓏ጀ↢ಽሶ䉲䊚䊠䊧䊷䉺䈱᭴▽

