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之、Andrew MacIntosh、桂有加子、髙田昌彦、後藤幸織）において採択原案を作成し、共同利用専門委員

会（令和 3年 2月 25日）の審議・決定を経て、拠点運営協議会（令和 3年 3月 22 日）で承認された。そ

の結果、130件（延べ 342 名）が採択された。 

 

各課題についての応募・採択状況は以下のとおりである。 

  課題 応募     採択 

  計画研究 46件（139名） 46件（139名） 

  一般研究 70件（164 名） 70件（164 名） 

  随時募集研究 11件（36名）  11件（36名） 

  研究会 3件 （3 名）       3件 （3 名） 

  合計     130件（342 名）   130件（342 名） 

 ※上記は拠点運営協議会（令和 3年 3月 22 日）以降に採択された随時募集研究の件数も含む。 
 
 
7.2 研究成果 

 

7.2.1 計画研究 

 

2021-A-1  チンパンジー人工多能性幹細胞からの心筋細胞分化誘導法の樹立 

高樋美佳、大沼清（長岡技術科学大・技術科学イノベーション・システム幹細胞研）所内対応者：今村公

紀 

本研究は、心臓におけるヒトと霊長類の種差を検証する目的で行っている。しかし、昨今の情勢による

登校制限や、使用していた培地の生産中止などの影響により、当初予定していた実験全てを遂行すること

ができなかった。よって以下に記載する①霊長類 iPS細胞の使用方法や試薬の確認、②新たな培地での心

筋細胞分化誘導法の作製、が主な研究成果である。 

①霊長類 iPS細胞の使用方法や試薬の確認 

霊長類研究所に来訪し、チンパンジーiPS 細胞の解凍や維持の手法を学んだ。特にヒト iPS 細胞の取り扱

いとや形態との違いを確認し、所属している研究室にて使用できることを確認した。 

②新たな培地での心筋細胞分化誘導法の作製 

以前使用していた ESF8培地の基礎培地、m-ESF培地が生産中止となったため、代替となる培地を模索し

た。m-ESF培地の代替培地には、一般的に、DMEM/F12培地が使用されているが、DMEM/F12培地には

いくつかの種類がある。いくつかの DMEM/F12培地を試したところ、ノックアウトされていない、Sodium 

Bicarbonate含有の DMEM/F12培地にて、最も安定して心筋分化が誘導されることが分かった。また 2種

類の iPS 細胞系統で心筋分化が誘導されたため、チンパンジーiPS 細胞でも心筋分化誘導ができる可能性

が高いと考えている。 

今後は開発した心筋分化誘導法を用い、当初予定していた実験を遂行する予定である。 

 

2021-A-2  霊長類消化管オルガノイド培養系を用いた生体防御機構の解明 

岩槻健（東京農大・応生・食安健）、有永理峰、坂口恒介（東京農大・院・農）所内対応者：今井啓雄 

これまで、共同利用を通じて霊長類の消化管オルガノイドの作製に成功し、株化細胞では解析すること

のできない、tuft 細胞や内分泌細胞などの化学感覚細胞を分化誘導することに成功してきた。今年度は、

増殖した tuft 細胞にどのような遺伝子が選択的に発現するかを RNA-Seq によって解析し、アセチルコリ

ン合成酵素が tuft 細胞に多く発現していることを見出した。さらに、LC-MS を使い tuft 細胞へ分化させ

た細胞群により多くのアセチルコリンが存在することを明らかにし、オルガノイドが産生するアセチルコ

リンを初めて定量した。消化管におけるアセチルコリンの役割が未だ不明であったので、消化管オルガノ

イドにアセチルコリンをダイレクトに作用させることで、消化管上皮がアセチルコリンにどのように反応

するかを観察した。アセチルコリン投与後間もなく、Paneth細胞に存在し抗菌ペプチドを含有する顆粒が

管腔側へ向かい崩壊していく様子が観察された。同顆粒には細菌を除去するためのディフェンシンなどが

含まれると考えられる。そこで我々は、細菌や異物を検知した tuft細胞がアセチルコリンをパラクライン

様に分泌することにより、近傍に存在する Paneth 細胞に作用し抗菌ペプチドなどを放出するモデルを提

唱し論文化した。 

 本研究により、ヒトを含めた霊長類において消化管に入ってくる細菌や危険因子などの物質が tuft細胞

を刺激後どのように除去されるかが明らかとなり、生体防御機構を増強する創薬や食品因子の開発に貢献

すると考えられる。 
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2021-A-3  Analysis of microRNA derived from transposable elements (TEs) in primates 
Heui-Soo Kim、Woo Ryung Kim (Pusan National University)、所内対応者：今井啓雄 

Transposable element (TE), which move to other region of genome, can be alternative enhancer, promoter and 

generate some microRNAs (miRNAs). The miRNA, which is 22~25nt in length, binds to 3’ untranslated region and 

adjusts the expression of target messenger RNA. The miRNA also plays an important role in various biological 

processes at the post-transcriptional level. MicroRNA-588, miR-887-3p, miR-582-5p and miR-1825 are 

originated from long interspersed element (LINE), which is a class of non-long terminal repeat retrotransposons 

and represent about 21% of human genome. The relative expression pattern of each miRNA was analyzed in several 

tissue samples of chimpanzee male and female. Among LINE-derived miRNAs, especially, miR-1825, which known 

as regulator for progression of several cancers and other diseases, shows highest expression in colon, stomach and 

small intestine. Target gene analyses about miR-1825 were also conducted by four target gene prediction tools. 

Solute Carrier Family 25 Member 23 (SLC25A23), the final target gene of miR-1825 was chosen and additional 

bioinformatic analyses for correlation between target gene and miR-1825 were studied. For the further relationship 

analysis between SLC25A23 and miR-1825, quantitative real time PCR and luciferase assay will be conducted. 

 

2021-A-4  霊長類の生理機能季節変化の分子基盤の解明 

吉村崇、中山友哉、CHEN Junfeng、松本昇子（名大・院・生命農学）、所内対応者：今井啓雄 

代謝、免疫機能、気分など、ヒトの様々な生理機能は季節によって変化する。また、心疾患、肺がんの

ほか、統合失調症やうつ病などの精神疾患の発症率にも季節の変化が存在するが、それらの季節変動をも

たらしている分子基盤は明らかになっていない。サルは進化的にヒトに近く、これまでヒトの生理機能や

病態の理解に必須の役割を果たしてきた。特に、ヒトの様々な生理機能や病態の季節変化の分子基盤を明

らかにするためには、明瞭な季節応答を示すアカゲザルを用いる以外に研究手段がない。そこで本研究で

は、屋外の自然条件下で飼育されているアカゲザルにおいて、全身の様々な組織における全転写産物の季

節性時空間動態を明らかにすることを目的とした。令和 2 年度は RNA-seq解析を完了し（図）、採取した

すべての組織において、季節変動する「季節変動遺伝子」を同定することに成功した。同定した季節変動

遺伝子について、Gene Ontology 解析を実施したところ、それぞれの組織において、季節変動するパスウ

ェイを明らかにすることに成功した。 

 

2021-A-5  希少動物の保全を目的とした霊長類の配偶子保存研究 

藤原摩耶子、村山美穂（京都大学・野生動物研究センター）所内対応者：今井啓雄 

本年度は、GAIN を通した卵巣の入手はなかった。しかし、2021 年 1 月 13 日に福岡市動物園で死亡し、

提供を受けたメスチンパンジー「コナツ」(推定 44歳)の卵巣を含め、これまでに入手したチンパンジーの

卵巣について、他種の卵巣と比較しながら、卵巣組織像の比較を行った。例えば、コナツは死亡時、高齢

（推定 44 歳）であったが、卵巣内に未成熟卵子を有していることを確認できた一方、野生ネコ科動物の

高齢の飼育個体では、未成熟卵子を確認することができなかった。繁殖生理、卵巣動態には種差が大きい

とされているが、未だ不明な点が多い。今後、より近縁種とも種間比較を行っていくことで、卵巣動態の

種差について検討していきたい。卵子・卵巣組織の回収時に残った卵巣組織の一部は組織固定した他、Ｄ

ＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質として保存したため、凍結前後の変化、および種ごとの卵巣動態について調べ

る際、分子生物学的解析を実施する予定である。また、コナツをはじめ、チンパンジーを含めた様々な種

の卵巣は、種の保存を目的として、卵巣組織の凍結保存を実施・蓄積している（写真：野生動物の配偶子

を蓄積する、野生動物研究センター内の液体窒素タンク）。その取り組みについて、『アグリバイオ』に原

稿を投稿、掲載された。（野生動物の保全を目的にしたメス遺伝資源バンクの整備、藤原摩耶子、村山美

穂、2021 年 5巻（７）639‐642。） 

 

2021-A-6  種特異的ノンコーディング RNA によるほ乳類脳神経機能分化 

今村拓也（広島大・統合生命・生命医科学プログラム）所内対応者：今村公紀 

本課題は、ほ乳類脳のエピゲノム形成に関わる non-coding RNA (ncRNA)制御メカニズムとその種間多様

性を明らかにすることを目的としている。本年度は，ヒトとチンパンジーの神経幹細胞発生におけるトラ

ンスクリプトームの時系列変化を比較し，脳発生の機能的種差を推定することを試みた。まず，誘導過程

においては，HES5 を始めとする神経幹細胞維持において重要な多くの遺伝子の発現が，チンパンジーよ

りもヒトで遅れて起こることが明らかになった。分化誘導された神経幹細胞においては，代謝関連遺伝子

やリボソームタンパク質をコードする遺伝子群が，ヒトで優位な発現を示すことがわかった。また，SIX3

や SIX6 など，抑制性ニューロン産生に重要な遺伝子がヒトで高く発現していた。SIX3，SIX6 について，

発現差異形成に機能しうる因子を探索したところ，promoter-associated non-coding RNA(pancRNA)がヒト特

異的に獲得されていることが明らかとなった。上記に加えて、種特異的 pancRNA-mRNA ペアの操作を順
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次行なった。複数の pancRNA あるいはその制御下にある mRNA について解析したところ、それらのノッ

クダウン効果は、神経幹細胞の増殖を早期に止め、ニューロンに分化させるまでに及ぶことが明らかとな

った。したがって、霊長類脳のサイズ拡大を支えるメカニズムに、種特異的 ncRNA の進化的獲得が関与

することが考えられた。 

 
2021-A-7  消化管粘膜におけるメカノセンサー発現の解明 

城戸瑞穂、吉本怜子（佐賀大学）所内対応者：今井啓雄 

消化管は口腔から始まり肛門へと一本の管で繋がる。消化管の表面は粘膜で隈無く覆われている。粘膜は飲

食物等による外界からの多様な刺激を適切に感受しながら、消化し、必要なものを分別しながら吸収し、身体の内

部環境を防御している。近年、機械刺激感受性のイオンチャネルが多様な生命機能にかかわることが報告されて

きている。私たちは機械刺激の大きさに応じて陽イオン電流が変化するイオンチャネルに着目し、口腔粘膜上皮

や腸管上皮に発現していることを明らかにした。部位により、また上皮細胞や線維芽細胞、血管内皮細胞の細胞

突起に力学センサーイオンチャネルが存在し、アクチン線維と関連していることが明らかと成った。部位あるいは細

胞の種類により、細胞内局在は異なること、炎症病態により発現量も変化することが明らかと成った。霊長類のサン

プルによる解析は思ったほどのスピードで進めることはできなかったが、今後も継続して口腔と消化管の部位によ

る差の比較をしながら細胞生物学的な詳細な解析を進める予定である。 

 

2021-A-8  霊長類におけるエピゲノム進化の解明 

一柳健司、新田洋久、藤原聡一郎（名大・院・生命農学）所内対応者：今村公紀 

iPS 細胞を骨格筋細胞に分化誘導することを目指し、霊長類研究所にて条件検討を行った。しかし、良

い条件を見つけるには至らなかった。一方、過年度の共同研究にて行った mRNA-seq、ChIP-seq解析に関

する研究がまとまり、投稿準備中である。ヒトとチンパンジーの iPS細胞は概ね同じトランスクリプトー

ムとエピゲノムを持っているが、一部種間差が見られた。そのような場所は転写因子結合部位にゲノム配

列の違いがあったり、レトロトランスポゾンの種特異的挿入がみられ、エピゲノムの種間差を生み出すの

にゲノム配列の変化が関わることが明らかとなった。 

 

2021-A-9  Naïve型チンパンジーiPS 細胞の誘導と異種間キメラ動物の作製 

寺村岳士（近畿大学・高度先端総合医療）、村川康裕（理化学研究所生命医科学研究センター）、中西真人

（ときわバイオ株式会社）所内対応者：今井啓雄 
京都大学霊長類研究所において樹立されたチンパンジーiPS細胞を用い、低分子化合物での処理により

Naïve 誘導を行った。14 日間 Naïve 誘導を行ったチンパンジーiPS 細胞はマウス ES 細胞に類似した形

状を示し、転写因子の発現の変化、細胞表面マーカーの発現変化を認めた。さらに、マウス胚との異種間

キメラ動物作製実験において、胚体への取り込みと胎児組織への寄与を示唆する観察像が得られた。また、

Naïve化したチンパンジーiPS細胞の RNAseq解析を行い、Naïve 特異的な遺伝子発現状態を示すことを

確認した。 
 
2021-A-10 チンパンジー多能性幹細胞の性状解析および異種間キメラ動物の作製 

正木英樹（東京大・医科学研究所）、水谷英二（筑波大・医学研究科）所内対応者：今井啓雄 

前年度に引き続き、これまでに提供頂いたチンパンジー細胞を用いて、チンパンジーナイーブ型（＝着

床前段階）多能性幹細胞の培養条件の最適化を行い、複数の個体由来チンパンジープライム型 iPS細胞を

ナイーブ型 iPS細胞に変換することに成功した。これらの細胞株について RNAseq による遺伝子発現プロ

ファイル解析を実施し、ナイーブ型多能性幹細胞のマーカー遺伝子発現に加え、trophectodermマーカー遺

伝子をも発現していることが明らかになった。これはマウス/ラット ES細胞とは異なり、ヒトナイーブ型

多能性幹細胞やヒト着床前エピブラストと類似した遺伝子発現プロファイルであり、進化学的にも重要な

知見である。また、チンパンジーナイーブ型 iPS細胞が trophectodermへの in vitro differentiation を誘導で

きたことから、着床前胚様オルガノイドである blastoid を形成できる可能性が高まった。これはチンパン

ジー初期胚発生を研究する上で重要なアプローチとなり得る。今後は blastoid 形成、他動物胚との異種間

キメラによってチンパンジーナイーブ型 iPS細胞の developmental potency を明らかにする予定である。 

 

2021-A-11 Exonization event caused by primate specific Alu element in primate evolution 
Jae-Won Huh、Hee-Eun Lee、Se-Hee Choe、Hye-Ri Park、Hyeon-Mu Cho（Korea Research Institute of Bioscience 

and Biotechnology）所内対応者：今井啓雄 

We couldn’t enter Japan because of COVID-19 in 2021. As a result, we couldn’t proceed with the experiment.  

But I sent the sample list to Imai sensei by email and he secured the sample.  

RNA extracted from the tissue samples are quality checked by bioanalyzer and Qbit. They are kept in the freezer 

with DNA samples. 
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If we can enter Japan again, we will visit as soon as possible and complete the experiment. 

 

2021-A-12 ヒト特異的転移因子による脳関連遺伝子の発現調節機構の進化 

鈴木俊介（信州大・農・農学生命科学）、川崎恵一朗、竹内亮、牧廉斗、松下紋子（信州大・院・総合理工・

農）所内対応者：今村公紀 

研究計画のとおり、CDK5RAP2, MCT1/SLC16A1, TBC1D5 遺伝子座中のヒト特異的レトロトランスポ

ゾン SVA F1 を、CRISPR/CAS9 システムによるゲノム編集より欠失させたヒト iPS細胞株の作出に取り組

んだ。iPS細胞以外の培養細胞では狙いどおりの欠失を引き起こすことができるガイド RNA を設計するこ

とができたが、iPS 細胞を用いて同様の実験を行うと欠失が確認できないことが問題であった。遺伝子導

入時に多数の iPS細胞が死滅していることが原因である可能性が考えられたため、アポトーシス抑制遺伝

子 BCL-XL をゲノム編集ベクターと一緒にトランスフェクションすると生存率が改善するという報告を

利用することにした。また、以前条件検討を行って決定したエレクトロポレーションのパラメーター設定

では、研究室移転後にトランスフェクション効率が低下していたことが明らかになったため、再度エレク

トロポレーションの条件検討を行った。再びスクリーニングを続けたところ、MCT1/SLC16A1遺伝子座に

おいて SVA F1 がヘテロ欠失したヒト iPS細胞株を取得することができた。ピューロマイシンによる薬剤

選択をするとコロニーピックアップ後の生存率が 30%程度に低下してしまうため、せっかく欠失が確認で

きた株が死んでしまうことがあるのが問題であるが、ひとまずヒト iPS 細胞における CRISPR-del の系が

できたため、今後、上記問題点の改善を試みながら各遺伝子座の SVA F1 をホモで欠失した細胞株の作成

に取り組む。SVA F1欠失ヒト iPS細胞が得られ次第，チンパンジーやニホンザル iPS細胞を用いた比較実

験に進む予定である。 

 

2021-A-13  霊長類の皮質－基底核－視床ループの形態学的解析 

藤山文乃、苅部冬紀、平井康治（北海道大学・医）、角野風子（北海道大・院・医）所内対応者：高田昌彦 

本研究では前年までに、齧歯類（マウスおよびラット）の脳の尾側線条体に、ドーパミン 受容体の発現

に偏りがある領域があることを報告した。その後、本共同利用研究によって所内対応者の高田昌彦教授、

井上謙一助教の協力で得たマーモセット脳で確認したところ、同様の領域が確認され、これは種を超えた

所見であることが判明した。今年度は、この領域の機能に迫るために、D1R / D2R poor zone の投射ニュ

ーロンが他の線条体領域の投射ニューロンと異なる性質を持つかどうかという(1)投射ニューロンの特性、

D1R / D2R poor zone のニューロンはどこに出力するのかという (2) 投射様式をその他の線条体領域と比

較した。その結果、直接路ニューロン、間接路ニューロンの分布の偏りと、黒質の特異的な領域への投射

を確認し、高田教授、井上助教との共同研究として論文発表した(Ogata et al., 2022)。 

 

2021-A-14 化学遺伝学による霊長類セロトニン神経機能の解明 

南本敬史、永井裕司、小山佳、三村喬生、堀由紀子（量子科学技術研究開発機構）所内対応者：高田昌彦 

化学遺伝学的な神経活動操作法の一つ DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer 

Drug)は、人工変異を加えた受容体を導入した神経細胞の活動を選択的薬物の末梢投与により遠隔操作す

る技術である。申請者らは本共同利用研究を通じ、所内対応者（高田ら）が作製したウイルスベクターを

用い、独自技術の開発を通じて化学遺伝学によるサル脳回路操作を実現させた．R3 年度はこれまでの共

同利用研究を通じて得られた成果、(1)PET で可視化した DREADD陽性細胞の軸索終末部に DCZを局所注

入することで経路選択的な抑制制御ができることを明らかする(Oyama ら SciAdv 2021)とともに、(2)fMRI

との組み合わせにより、皮質局所の神経活動を抑制した際のネットワーク変容を画像化できることを示す

(Hirabayashi ら Neuron2021) など、複数の論文に発表することができた。これらの成果は霊長類の特定神

経回路をターゲットとした DREADD による神経活動操作がいよいよ実用段階になったことを示すもので

あり、定期的に開催している研究会（第３回サル類脳新技術研究会 2022.2.19 online）などで共有し、引き

続き DREADD によるサル脳回路操作の技術普及を図る。 

また R3 年度は、DREADDs によるサルのセロトニン神経選択的な活動操作を行うことでその機能の因果

的側面の理解を目指した。DREADD のセロトニン神経選択的導入を背側縫線核，正中縫線核それぞれを標

的とした２頭のマカクザルを作出し、DREADD の発現を PET で画像化した。これらの動物の情動/意思決

定におけるセロトニンの役割を明らかにすべく、行動課題を訓練し、DCZと溶媒投与時での行動課題の成

績を比較した。その結果、これまでにセロトニン合成阻害や受容体阻害でみられたのと類似した行動変容

が確認できた。これらの結果より、DREADD システムによりセロトニン神経を選択的に操作でき、その影

響を行動レベルで検証できる可能性が示唆された。 

 

2021-A-15 マカクザル外側手綱核の神経連絡 

松本正幸、山田洋、國松淳（筑波大学医学医療系）所内対応者：高田昌彦 

外側手綱核から投射を受け、抑制的な活動制御を受ける中脳ドーパミンニューロンが形成する神経回路
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の機能探索を目的として、特に、これまで不明であったドーパミンニューロン―小脳間の神経連絡に着目

した。先行研究により、ドーパミン神経系の異常との関係が指摘されている発達障害者において、小脳の

異常が報告されており、ドーパミンニューロン―小脳間の相互作用が推測される。令和３年度は、この回

路の機能を探索するため、マカクザルを対象にした強化学習課題をデザインした。ドーパミンニューロン

は報酬を得るための強化学習の中枢として知られているが、ドーパミンニューロンから入力を受ける小脳

が強化学習にどのように関係しているのかは不明である。これまでに、この強化学習課題を実行中の２頭

のマカクザルの小脳から神経活動を記録して、小脳においても学習に関連したシグナルが見られることを

明らかにした。今後、学習に関連したシグナルが見られる小脳領域に逆行性トレーサーを注入し、解剖学

的にドーパミンニューロン－小脳間の強化学習を制御する神経回路を同定する予定である。 

 

2021-A-16 霊長類におけるほ乳類キチナーゼの遺伝子発現とその酵素機能の解析 

小山文隆、田畑絵理、上原麻衣子 (工学院大・先進工・生命化学) 所内対応者：今井啓雄 

キチンは、N-アセチル-D-グルコサミン (GlcNAc) のポリマーで、甲殻類、昆虫、真菌類の構成成分で

ある。酸性キチナーゼ (Chitinase Acidic, CHIA) は、マウス、ニワトリ、ブタなどの雑食性動物の胃で大量

に合成され、胃と腸の条件下でキチンを分解する。他方、ウシやイヌなどの草食性と肉食性動物の CHIA 

は、雑食性動物と比べ、キチンの消化能力が低く、これらの動物において、食性とキチンの分解性に関係

があることがわかっている。 

 近年、北米での進化学的研究で、CHIA は、ほ乳類が太古の食虫性祖先から進化してきた足跡を解析す

る上において重要な遺伝子であることが示された。しかし、CHIA の転写レベルや機能など、分子レベル

での「食性と CHIA の機能進化」についての理解は進んでいない。 

 2021 年度の研究で、オナガザル亜科のアカゲザル（雑食性）の胃組織において、CHIA が胃で多量に発

現し、高いキチン分解能をもつことがわかった (Tabata et al., 未発表データ)。また、アカゲザルの CHIA 

は、コロブス亜科のハイアカコロブス（草食性）よりも高いキチナーゼ活性をもつことがわかった (Tabata 

et al., 未発表データ)。以上の結果から、旧世界ザルにおいても、食性が CHIA のキチン分解能に影響を

与えていることが示唆された。 

 

2021-A-17 行動制御における皮質下領域の機能解析 

田中真樹、岡田研一、亀田将史、澤頭亮（北大・医・神経生理）所内対応者：高田昌彦 

大脳皮質の機能は視床を介した大脳基底核ループや大脳小脳ループによって調節されている。本研究の

目的は、分子ツールをニホンザルに適用し、その機能の一端を探ることである。本研究者らはこれまで、

時間生成課題を訓練したサルの線条体から神経活動を記録し、計測しようとする時間長によって運動準備

活動の時間経過、視覚応答の振幅、LFPの低周波成分のパワーが変化することを見出すとともに（Kunimatsu 

et al., 2018; Suzuki & Tanaka, 2019）、同部へのドパミン受容体の拮抗薬投与で生成時間が変化することを

報告してきた（Kunimatsu & Tanaka, 2016）。本研究では、線条体の低周波帯域の同期活動と皮質線条体投

射の関連を分子ツールを用いて調べることを計画していたが、令和 3 年度は電気生理学実験を中心に行

い、現在、補足眼野と尾状核の機能結合を調べている。一方、小脳-視床-大脳投射を対象にした研究で進

展があり、この系に分子ツールを用いることについて検討を進めている。令和 4 年度中に小脳皮質へのウ

イルスベクター接種の条件を探るべく、サルを用いた予備的な実験を行うことを計画しており、主にメー

ルや共同利用研究会の機会を利用して打合せを行った。 

 

2021-A-18 サル内側前頭葉を起点とする領域間回路の解析とうつ病モデルの創出 

筒井健一郎、中村晋也、大原慎也、吉野倫太郎（東北大・生命）所内対応者：高田昌彦 

本年度は、これまでに行ったウイルストレーサー注入実験（逆行性：扁桃体・側坐核、順行性：前部帯

状皮質を中心とした内側前頭皮質）の結果の解析を進めるとともに、追加実験として扁桃体基底外側核へ

の逆行性ウイルストレーサー注入実験を 2 頭のマカクザルを用いて行った。その結果、内側前頭皮質は、

その領域毎に扁桃体亜核への異なる投射パターンを持つことが明らかとなった。現在、これらの結果につ

いての論文を作成するとともに、化学遺伝学的手法による内側前頭皮質諸領域やそれらが構成する神経回

路の機能阻害実験に着手している。また、上記サンプルの一部を用いて、他の脳領域における扁桃体・側

坐核への投射や分子マーカー発現のパターンを解析し、げっ歯類との種間比較を行ったところ、マカクザ

ルにおける側頭葉嗅内皮質の小領域毎の特徴的な皮質構造が明らかとなった。以上の研究成果について、

第 44 回日本神経科学大会と第 99 回日本生理学会にてポスター発表を行った。さらに、成果の一部が

Frontiers in Neural Circuits誌に掲載された。 

 

2021-A-19 神経路選択的トレーシング法による社会脳ネットワークの解析 

二宮太平、則武厚、磯田昌岐（生理学研究所）所内対応者：高田正彦 

本共同研究は、霊長類で特に発達した社会的認知機能に重要とされる、いわゆる社会脳ネットワークの
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詳細を解剖学的アプローチにより明らかにすることを目的とする。具体的には、マカクザルの内側前頭皮

質（MFC）と腹側運動前野（PMv）を対象とした、越シナプス能をもたない G遺伝子欠損型狂犬病ウイル

ス（RV）ベクターおよびテトラサイクリン遺伝子発現調節システム（Tet-on システム）を利用した、神経

路特異的トレーシング実験をおこなう。 

 前年度までに実験に用いる予定の RVベクターの確立に成功していたものの、ヒトとサルへの新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、外部機関との間で人の往来を必要とする、本計画の主要な実験の実

施は見合わせた。一方で、ウイルスベクターの注入部位や、解析部位等について綿密に打ち合わせをおこ

なった。また、注入実験の精度を上げるため、代表研究者が所属する研究所において、注入実験の対象と

なる MFCおよび PMv の同定に必要な実験手法（細胞外電位記録法および皮質内微小電気刺激法）の見直

し等をおこなった。今後は、霊長類におけるベクターの有効性を確認した後、当初計画していた MFC と

PMvへの注入実験および神経ラベルの解析を進めていく予定である。 

 

2021-A-20  マカクザル前頭極の多シナプス性ネットワークの解明 

石田裕昭、新井誠（東京都医学総合研究所・精神行動医学分野・統合失調症プロジェクト）所内対応者：

高田昌彦 

前頭極は霊長類に固有の前頭前野領域で、ヒト脳では、１）前部、２）内側部、３）外側部の 3 下位領

域に分類される。各部位の機能は、１）前部が複数の課題を遂行するときの認知資源分配（マルチタスク）、

２）内側部はメンタライジング（他者の信念・内部状態の推測）、３）外側部はエピソード記憶に関与する

ことがメタ分析によって示されている(ex., Gilbert,et al., 2006)。ヒトとマカクザルの前頭極と他領域との

間の機能的コネクティビティの相同性を調べた研究は、前頭極内側部の機能的ネットワークが両者で近似

することを明らかにした(Neubert et al., 2014)。さらに神経生理学的な研究では、マカクザルの内側前頭前

野には、メンタライジングとの関連を示唆する神経活動が記録されている(ex., Isoda et al., 2021)。しかし、

前頭極内側部の神経解剖学的ネットワークの実態はわかっていない。そこで本研究課題では、マカクザル

の前頭極内側部に対して、シナプスを越えて感染する狂犬病ウイルスベクターを注入し、多シナプス性の

神経ネットワーク（特に、大脳基底核とのループ回路）を明らかにすることを目的とした。狂犬病ウイル

スが逆光性・越シナプス性に伝播する性質を利用して、2-3次越シナプスまでウイルスを伝播させて神経

回路を描出した。現在までに、2次シナプスまでの解析に 2頭、3次シナプスまでの解析に 2頭のマカク

ザルの使用し実験を実施した。2021 年度は、3次シナプスまでの追加解析のために 1頭に注入実験を実施

した。この結果については現在解析中である。今後は、これまでに解析を終えている 2次シナプスまでの

神経回路の結果をまとめ、論文化を目指す。 

 

2021-A-21 多チャンネルマイクロホンアレイと機械学習を用いたテナガザルの音声コミュニケーショ

ン分析 

森田尭 (大阪大・産研) 所内対応者：中村克樹 

本研究は機械学習を用いたテナガザルの音声コミュニケーション分析を目的とし、特にそのために必要

となる大規模音声データ収集に取り組んだ。当初、令和 3 年 4 月に録音機材を設置し録音を開始する予定

であったが、Covid-19 の蔓延に伴う出張自粛のため機材設置が 8 月上旬にずれ込んだ。その後さらに機材

の通信エラー等もあり、安定した録音が得られるようになったのは 9 月上旬であった。当初予定したより

も小規模なデータ収集結果となったが、最終的に約 7 ヶ月分、音声区間のみに限定しても 35 時間以上分

の録音を得た。これは量的観点のみからでも前例のない大規模データであり、さらに 3台の 8chマイクロ

フォンアレイを用いたことで発声時の 2次元座標推定が可能になる点においても革新的である。分析面で

は現在音源定位技術が完成しつつあり、これにより「どの個体が、どこで、どのような順序で、どのよう

な音声を発していたか」について詳細な分析が可能となる。今後はデータ解析を進め、分析結果をまとめ

た論文を学術誌に投稿予定である。申請時に表明したとおり、本研究で得られた録音データはすべて一般

公開予定であり、データの 2次活用によってさらなる学術的貢献が期待される。 

 

2021-A-22 判断を可能にする神経ネットワークの解明 

宇賀貴紀、三枝岳志、熊野弘紀、須田悠紀 （山梨大・医） 所内対応者：高田昌彦 

運動方向を判断する際、大脳皮質中側頭（MT）野が動きの知覚に必要な感覚情報を提供していることは明らかで

あるが、MT野の情報がどこに伝達され、判断が作られているのかは未解明である。本研究では、化学遺伝学的手

法を用い、MT 野からのどの出力経路が判断に必須であるかを調べることにより、判断を可能にする神経ネットワー

クを明らかにすることを目指す。今年度は、サル 1 頭の MT 野に hM4Di 遺伝子を搭載したウイルスベクターを打

ち、運動方向弁別課題の成績を評価した。ウイルスベクターを投与した半球と反対側の視野で運動方向弁別の成

績（感度）が低下した。ただし、成績低下がわずかだったため、再度ウイルスベクターを注入することとした。 
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2021-A-23    意欲が運動を制御する神経基盤の解明 

西村幸男、鈴木迪諒（東京都医学総合研・脳機能再建プロジェクト）所内対応者：高田昌彦 

これまでの一連の共同利用研究を通して、下記の実験を行ってきた。 

意欲を司る腹側中脳領域（腹側被蓋野、黒質緻密部、赤核後部）が皮質脊髄路ニューロンの活動を促通す

る神経回路の存在を明らかにする目的で、逆行性のコンベンショナルトレーサーを 1頭、逆行性越シナプ

ス神経トレーサーである狂犬病ウイルスを 2頭のサルの頸膨大へ注入し、一定期間の生存期間を経て、灌

流固定を行い組織実験を行なった。コンベンショナルトレーサー（脊髄への直接投射）を注入したサルで

は、腹側中脳領域に脊髄へ投射するニューロンは確認されなかった。一方で、脊髄へ狂犬病ウイルスを注

入したサルでは 2頭共に腹側中脳領域に越シナプスで脊髄へ投射するニューロンの存在が確認された。さ

らに標識されたニューロンの一部はドパミンニューロンであった。また、脊髄へ投射を持つニューロンの

分布は赤核後部＞個黒質緻密部＞腹側被蓋野の順に topography が認められた。続いて、腹側中脳-脊髄へ

の経路が機能的に結合していることを明らかにするために、腹側中脳領域を電気刺激した際に誘発される

反応を一次運動野及び上肢筋から記録した。その結果、腹側中脳への電気刺激は同側一次運動野と対側上

肢筋の活動を誘発することを見出した。また、一次運動野を薬理的に不活性にすることで、腹側中脳への

電気刺激による誘発筋活動が減弱・消失することも発見した。これら一連の実験により明らかになった腹

側中脳－一次運動野－脊髄の経路は意欲によって運動パフォーマスが変化することを説明できる神経基

盤として期待される。 

 

2021-A-24  霊長類 iPS 細胞及びそれに由来する生殖細胞のゲノム制御機構の解明 

斎藤通紀（京都大・WPI-ASHBi）、中村友紀（京都大・白眉）、横林しほり、沖田圭介（京都大・CiRA）、

Guillaume Bourque、井上詞貴（京都大・WPI-ASHBi）、藤原浩平（京都大・医学）所内対応者：今村公紀 

本研究は、ヒト・類人猿・マカクザルにおいて生殖細胞の遺伝子発現制御機構を比較し、種特有の性質

が世代を超えて維持されるメカニズムの一端を解明することを目的とする。 

2021 年度は、始原生殖細胞様細胞(Primodial Germ Cell-like cell, PGCLC)のマーカーである TFAP2C、PRDM1

両陽性細胞をチンプ・オラン iPS細胞株から誘導し、ヒト・マカクと同一の条件で誘導できるよう条件の

最適化を行った。また、上記霊長類 4種で RNAseq を行い iPS細胞から PGCLC までの分化における発現

変動遺伝子を同定、各種エピゲノムマークの次世代シークエンス解析を行い遺伝子発現制御領域を同定し

た。 

2022 年度はこれら領域を種間で比較しヒトの進化に伴う遺伝子発現制御機構の進化を定義付けること

で、種差の構成要素に一定の提言を公表することを目指す。 

 

2021-A-25  霊長類保存ゲノム試料の全ゲノム解析活用 

河村正二（東京大・院新領域）、早川卓志（北海道大・院地球環境科学）、MELIN, Amanda（Univ. Calgary 

Dept. Anthropol. Archaeol/Dept. Med. Genet.）、MARQUES, Tomas（Pompeu Fabra Univ. Dept. Experimental 

Health Sci.）所内対応者：今井啓雄 

テナガザル科 10種、オナガザル亜科 8種とコロブス亜科 2種、広鼻猿 6種について、嗅覚受容体遺伝子群あ

るいは苦味受容体遺伝子群の targeted capture と short read の大規模並列シーケンシングを行った。苦味受容体

遺伝子に関しては、テナガザル科の共通祖先で多数の苦味受容体遺伝子を欠失していることがわかり、それは染

色体上の遺伝子クラスターの欠失によることがわかった。テナガザルは染色体の核型の多様性が大きく、染色体

の変動進化が速いことが知られていることから、遺伝子クラスターの欠失はこの不安定性に起因するのかもしれな

い。それでもテナガザルが生存できてきていることから、毒物センサーとしての役割をもつ苦味受容体遺伝子数の

減少に耐えられていると解釈できる。樹上の迅速なブラキエーターとしてのニッチが採食における優越性をもたら

しているのかもしれない。嗅覚受容体遺伝子に関しては、恒常的 3 色型色覚であるオナガザル科と 2 色型と 3 色

型からなる多型色覚である広鼻猿類の間で、機能遺伝子の数の明確な違いは見られず、恒常的 3色型色覚は多

型色覚より嗅覚受容体機能遺伝子が少ないという仮説は支持されなかった。むしろオナガザル科の中で、コロブ

ス亜科がオナガザル亜科より嗅覚受容体機能遺伝子が少ない傾向があるなど、色覚ではなく系統による違いが際

立つ結果であった。今後さらにこれらの遺伝子数の詳細を明らかにすることで、霊長類におけるケミカルセンサー

の進化多様性の理解が深まると考えられる。 

 

2021-A-26  ウイルスベクターを利用した経路選択的操作技術による霊長類皮質－基底核－視床連関回

路の機能解明 

小林和人、管原正晃、加藤成樹（福島医大・医）、渡辺雅彦、山崎美和子、内ケ島基政、今野幸太郎（北大・

医）所内対応者：高田昌彦 
霊長類の高次脳機能の基盤となる脳内メカニズムの解明のためには、複雑な脳を構成する神経回路の構

造とそこでの情報処理・調節の機構の理解が重要である。我々は、これまでに、高田教授の研究グループ

と共同し、マカクザル脳内のニューロンに高頻度な逆行性遺伝子導入を示すレンチウイルスベクター 
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(HiRet/NeuRetベクター)を開発するとともに、これらのベクターを用いて特定の神経路を切除する遺伝子

操作技術を開発した。また、高田教授・中村教授との共同研究により、コモンマーモセットを用いた脳構

造と機能のマップ作製の研究を推進するために、HiRet/NeuRet ベクター技術はマーモセット脳内におい

ても高効率な遺伝子導入を示すことを明らかにした。昨年度、マーモセットの視床髄板内核の束傍核（PF）

から線条体（尾状核）に投射する神経路の運動機能や認知機能における役割を解析し、PF尾状核路は、視

覚弁別学習の逆転学習の初期過程に重要な役割を担うことを明らかにし、運動スキルや自発運動量の調節

には関与しないことを示唆した。本年度は、マーモセット視床髄板内核のもうひとつの代表的な神経核で

ある内側中心核（CM）から線条体（被殻）に投射する神経路の運動機能や認知機能における役割を解析し

た。本経路の選択的除去により視覚弁別課題の獲得が低下したが、逆転学習には影響が認められなかった。

また、運動スキルや自発運動量への影響も観察されなかった。これらの結果から、CM被殻路は、主に視

覚弁別学習の獲得過程に重要な役割を持ち、PF 尾状核路とは異なる行動機能を担うことが示唆された。

また、マーモセットのパーキンソン病モデルを作成するたに、anti-mCD25-PE38イムノトキシンを黒質に

投与する条件検討を行った。昨年度他の脳領域で解析した結果を参考に実験を行い、20 ng/ml の濃度まで

の投与は黒質に非特異的な損傷を与えないことを確認した。今後、イムノトキシン受容体遺伝子を搭載し

た NeuRetベクターベクターを線条体に注入し、イムノトキシン（20 ng/ml）を黒質に投与することによっ

て黒質線条体系の除去を誘導し、動物の行動変化を評価することによってパーキンソン病モデルの確立に

繋げたい。 

 

2021-A-27  霊長類脳の全細胞イメージングと神経回路の全脳解析 

橋本均、笠井淳司、勢力薫（大阪大・薬）所内対応者：高田昌彦 

論文発表 

Niu M, Kasai A et al. Claustrume mediates bidirectional and reversible control of stress-induced anxiety responses. 

Science Advances, 8:eabi6375 (2022) 

本年度は高田研で作成された活動依存的に神経軸索を蛍光標識するウイルスベクターを用いて脳全体の

刺激依存的な神経回路を可視化した。本成果を含む内容について、Science Advances誌に論文発表した。 

 

2021-A-28  近親交配リスクから探る Pan属のメス分散の進化 

石塚真太郎 (東邦大学) 所内対応者：今井啓雄 

オスが出自集団に留まる「父系社会」は、初期人類などヒト亜科でよく見られる社会である。父系社会

の中で、メスは近親交配を回避するために集団間を移籍すると説明される。ところが父系社会の中のメス

にかかる近親交配リスクについては、これまで定量的な評価がなされていない。父系社会の中のメスにか

かる近親交配リスクは、オスの繁殖の偏りに応じて変動し、その変異はメスの移籍の多様性を生み出して

いる可能性がある。そこで本研究では 父系社会を形成し、メスの移籍に多様性が見られるヒト亜科の Pan

属 2 種・ボノボとチンパン ジーを対象とし、近親交配リスクに着目して遺伝学的分析を行なった。両種

の糞から抽出した DNA を用い、常染色体上 STR8座位の遺伝子型を決定した。両種の出自集団が分かって

いるメスに着目し、同じ集団出身(出自集団)のオスと非出自集団のオスの血縁度を比較した。年齢差が 25

歳差以内の雌雄間に限ると、出自集団オスとの血縁度はチンパンジーよりもボノボの方が高かった。ボノ

ボでは出自集団オスとの血縁度の方が非出自集団オスとの血縁度よりも有意に高かったものの、チンパン

ジーではそのような傾向が見られなかった。一般化線形モデルによる分析の結果、出自集団オスとの血縁

度と非出自集団オスとの血縁度の差に有意な種差は認められなかった。出自集団内の近親交配リスクはチ

ンパンジーよりもボノボの方が高いと考えられる。ただし両種ともに非出自集団の繁殖では近親交配リス

クを軽減することができると考えられる。これらの結果を踏まえると、人類のメス分散も出自集団内の近

親交配リスクに影響を受けていた可能性が推察される。 

 

2021-A-29  霊長類島皮質の神経ネットワークに関する解剖学的研究 

上園志織（東京医療学院大・保健医療・リハ）所内対応者：高田昌彦 

当該研究は、小型霊長類であるマーモセットを実験動物とし、神経トレーサー（狂犬病ウイルスベクタ

ーなど）の注入により霊長類の島皮質の入力および出力系の連絡を明らかにすることで、島皮質の詳細な

機能マップを作成し、島皮質が果たす機能の全容解明の基盤となる神経ネットワークを細胞レベルで包括

的に示すことを目的としている。当該研究の対象である島皮質は他の大脳皮質に比べ深部にあり、細胞構

築の違いから大きく 3 つの亜領野（無顆粒性島皮質、不全顆粒性島皮質、顆粒性島皮質）に分類される。

2020 年度までの神経トレーサー注入実験により、大脳基底核から島皮質への多シナプス入力様式は、亜領

野によって異なる傾向があることが示唆された。また、注入部位の解析により、島皮質の亜領野への限局

的な注入を成功させるためには、注入実験の方法をより高い精度でおこなう必要があることが分かった。

そこで、2020 年度から脳の MR画像とトレーサー注入部位の同期をより精密にするために、研究協力者と

MRI および注入実験の際に、連続的に使用できる脳定位装置およびマーカーパーツの改良をおこない、
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2021 年度は見直しをおこなったシステムで、マーモセットを使用したトレーサー注入実験を行い、実用化

を進めた。 

 

2021-A-30  αシヌクレイン過剰発現モデルサルを用いたパーキンソン病の病態生理の解析 

南部篤、畑中伸彦、知見聡美、佐野裕美、長谷川拓、纐纈大輔、Woranan Wongmassang（自然科学研究機

構・生理学研究所・生体システム）所内対応者：高田昌彦 

 αシヌクレイン過剰発現モデルによるパーキンソン病 (PD) の病態を調べる手始めとして、ドーパミン

選択的神経毒MPTP を投与してニホンザル PDモデルを作製し、大脳基底核の神経活動を解析した。大脳

基底核の出力部である淡蒼球内節 (GPi) の自発発火を調べてみると、発火頻度は健常サルと違いはなく、

オシレーションなどの異常な発火様式も観察できなかった。一方、大脳皮質運動野に電気刺激を加えて GPi

の応答様式を調べてみると、健常サルでは「早い興奮－抑制－遅い興奮」という３相性の応答が観察され

るが、PD サルでは運動開始の情報を担う「直接路」を介する抑制が消失し、早い興奮－遅い興奮という

応答が観察された（添付図左、中）。L-ドーパを投与して治療を行うと、症状が回復すると同時に「直接

路」を介する抑制が回復し、健常サルと同様な３相性応答が観察されるようになった。この結果から、PD 

では運動開始に必要な「直接路」を介する情報伝達が減弱するため、「無動」の症状が起こることが示唆さ

れた。また、視床下核に GABA 作動薬を投与して活動をブロックすると、症状が回復するとともに GPi

で「直接路」を介する抑制が回復した。これは、視床下核ブロックによって、運動を抑制するように働く

「ハイパー直接路」と「間接路」を介する GPi への興奮性入力が消失し、「直接路」を介する抑制が相対

的に回復したことによる（添付図右）。この結果により、進行期の患者に対して行われる視床下核の脳深

部刺激療法の治療メカニズムも説明することができる。 

 

2021-A-31  霊長類におけるヒトの皮膚の表現型の特性について 

荒川那海、颯田葉子、寺井洋平 (総研大・先導研) 所内対応者：今井啓雄 

ヒトの皮膚は他の霊長類に比べ多くの形態的特徴があるが、それらがどのように進化してきたのか、その

遺伝的基盤はあまり明らかになっていない。本研究ではこれまでに、発現量解析で検出された皮膚でのヒ

ト特異的遺伝子発現を生み出すヒト系統での塩基置換を推定した。今年度は昨年度に引き続き、それらの

置換が実際にヒト特異的遺伝子発現を生み出しているのかを、皮膚培養細胞を用いたプロモーターアッセ

イとゲノム編集により解明することを目的としている。まず、昨年度までに作成したプロモーターアッセ

イ用のベクターの改良を行った。ベクター上のルシフェラーゼ遺伝子とその上流の転写活性を調べるヒト

ゲノム領域の配列の間に、ヒト特異的発現を示した各遺伝子のプロモーター領域を挿入した。このプロモ

ーター領域はエピジェネティックな情報から推測されているものを用いた。現在、これらのベクターを用

いて、より信頼性のある測定値を得るためにアッセイ系の改良を行っている。また、予備実験としてゲノ

ム編集を行った細胞株を作成中である。今後、推定した置換サイトをヒト型と類人猿型の塩基にしたプロ

モーターアッセイとゲノム編集を行うことで、着目する遺伝子のヒト特異的発現を生み出す塩基置換を特

定していく。 

 

2021-A-32  大脳皮質進化と関連するヒト固有遺伝的プログラムの探索 

鈴木郁夫（東京大・院・理）所内対応者：今村公紀 

ヒト大脳皮質発生における種固有の特徴を明らかにする目的で、チンパンジーiPS 細胞を培養条件下に

おいて大脳皮質細胞へと分化誘導し、同じく iPS 細胞や ES 細胞から分化誘導したヒト大脳皮質細胞との

比較解析を行った。ヒトとチンパンジーの神経幹細胞を樹立し、ヒトに固有な遺伝子プログラムを探索す

る目的でトランスクリプトーム解析およびリボソームプロファイリング解析を行なった。これらの結果か

ら、ヒトとチンパンジーの間で明確に異なって転写、翻訳される遺伝子を発見することができた。加えて、

神経幹細胞やニューロンの形態や分子発現を各種免疫組織科学的解析により比較解析を行なった。これに

より、ヒトとチンパンジーの間で分子発現や形態の違いを知ることができた。 

 

2021-A-33  霊長類 iPS 細胞を用いた脳オルガノイドのサイズと内部構造の制御解析 

岡野栄之、今泉研人(慶應義塾大・医) 所内対応者：今村公紀 

非ヒト霊長類 iPS細胞として、2020 年度に今村研究室より供与されたチンパンジーiPS細胞 4ライン、

ニホンザル iPS細胞 2ラインに加えて、2021年度にチンパンジーiPS細胞 3ラインを新たに供与いただき、

培養を行った。本研究では、これらの iPS細胞から安定的な脳オルガノイド作成法の開発を試みた。ヒト

iPS 細胞からの脳オルガノイド作成手法を用いても、これらの非ヒト霊長類 iPS 細胞からの脳オルガノイ

ド作成は成功しなかった。そもそも従来の脳オルガノイド作成手法において、ヒト iPS細胞からでも、再

現性高くかつ安定した脳オルガノイド作成は容易ではなく、特に一部の iPS細胞ラインでは全くオルガノ

イド誘導が成功しない。そこで、まず従来の脳オルガノイド作成手法の改善に取り組んだ。薬剤スクリー

ニングの結果、FGF シグナル阻害薬がヒト iPS細胞からの脳オルガノイド作成効率を飛躍的に向上させる
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ことが明らかとなった。また、FGF シグナル阻害薬によって iPS細胞ライン間でのオルガノイド誘導効率

の差異を小さくすることにも成功した。現在、この手法が非ヒト霊長類 iPS細胞においても同様に有効で

あるかを検討中である。 

 

2021-A-34  複数骨格筋への単シナプス性発散投射構造の解剖学的同定 

関和彦、窪田慎治、工藤もゑこ、種田久美子（国立精神・神経医療研究センター）、梅田達也（京都大）大

屋知徹（The University of Western Ontario, Canada）、所内対応者：高田昌彦 

現在までに、最も効率的に脊髄運動ニューロンに遺伝子を導入する方法を確立しつつある。つまり、マ

カクサルの第一背側骨間筋の神経終板帯を電気生理学的に同定し、当該部位にウイルスベクター(AAV9) 

によって、脊髄運動ニューロンへの GFP の導入を試みた。結果として、定性的評価では 100 個以上の運

動ニューロンがラベルされた。ヒトでは当該筋を支配するα運動ニューロンの数は 120 程度と言われるの

で、効率は高いといってよい。この研究結果を土台に、本年度は、弱毒性狂犬病ウィルスの筋肉投与につ

いての基礎実験を齧歯類を用いて行い、投与条件を決めた。 

 

2021-A-36  Comparative molecular analysis of primate embryonic development using iPSCs 
Cantas Alev（京都大・高等研究院）所内対応者：今井啓雄 

During the last fiscal year (FY2021) the collaborative work between the Alev-lab at ASHBi and the Imai-lab at 

the PRI continued. As part of this collaborative interaction non human primate (NHP) fibroblasts (of different great 

ape-species) have been provided by Dr. Imai to the Alev-lab and steps towards generation of induced pluripotent 

stem cells (iPSCs) from these NHP fibroblast were initiated, including validation of necessary reprogramming 

constructs.These NHP fibroblast-derived iPSCs together with ESCs and other pluripotent stem cells from NHP 

will be used to establish and analyze in vitro models of primate embryonic development. Despite the still ongoing 

virus pandemic online/virtual as well as in-person meetings between Dr. Imai and Dr. Alev have been continuing. 

During these meetings active discussions were made regarding joint scientific research as well as joint grant 

applications. Furthermore, NHP (great ape) iPSCs grenerated at the PRI by Drs. Imai and Imamura are in the 

process of being shared with the Alev lab in Kyoto. Necessary MTAs are currerntly being processed. We are 

confident that the initiated collaborative work and active exchange between both labs will continue to grow in 

future and contribute to an overall better understanding of human and non-human primate biology. 

 

2021-A-37  チンパンジー21番染色体導入マウスの作製と比較ゲノム解析のための基盤技術開発 

香月康宏（鳥取大・染色体工学研究センター）所内対応者：今村公紀 

チンパンジー21 番染色体導入マウス作製のために、チンパンジーiPS 細胞が保持するチンパンジー21 番染色

体の改変をおこなった。チンパンジー21番染色体上の非遺伝子領域を標的として gRNA を 9種類設計し、それぞ

れの切断効率を比較検討した。切断効率の最も高かった gRNA を用い、EGFP と Neomycin薬剤耐性遺伝子をそ

れぞれ発現する遺伝子カセットをノックインすることで、チンパンジー21 番染色体のターゲティングをおこなった。

ターゲティングをおこなった細胞は 100µg/mL の G418 に対して耐性を持ち、EGFP を恒常的に発現していた。ま

た、チンパンジー21 番染色体上にそれらの遺伝子カセットが導入されていることを、ノックインした遺伝子カセット

内部と外部（標的領域）に設計した primer セットによる PCR スクリーニングと、ノックインした遺伝子カセット全長を

probe とした FISH によって解析し、目的のターゲティングが行われている細胞株を樹立した。次年度以降はこの資

材を活用し、mES細胞へチンパンジー21番染色体の導入を行い、チンパンジー21番染色体導入マウスを作製す

る。 

 

2021-A-38 グエノン類の混群形成メカニズム解明のための遺伝マーカーの検討 

北山遼（北大・院・環境科学）、早川卓志（北大・院・地球環境科学）所内対応者：今井啓雄 

ウガンダ共和国カリンズ森林に生息するアカオザルとブルーモンキーの混群の成立要因を、集団遺伝学の立

場から解明することを目的として研究を実施した。野外のグエノン類サンプルとして、カリンズ森林のアカオザル・

ブルーモンキー・ロエストモンキー（混群を作らないグエノン類）のエクソーム（全タンパクコード領域）解析を実施し

た（非侵襲的に採取された糞便サンプルを用いた）。比較のための飼育グエノン類サンプルとして、日本モンキー

センター所蔵の 4種のグエノン類サンプル（アカオザルとブルーモンキーの近縁種）について、死亡個体の組織サ

ンプルを用いて、全ゲノム解析をおこなった。これらのサンプルについて集団遺伝学的な解析をおこなったところ、

混群を形成するカリンズのアカオザル集団からブルーモンキー集団へ、方向性をもった染色体領域特異的な遺

伝子浸透が確認された。浸透候補の遺伝子は、DNA 結合性のドメインを持つタンパク質である。ヒトの相同な遺伝

子では発達や認知に関係していることが指摘されている。検出された変異は混群をつくる集団において、自種や

他種の認知機能に影響を与えることで混群形成に寄与しているのかもしれない。遺伝子（変異）の共有は行動の

類似をもたらしうる。混群のように一緒に遊動や採食をおこなうためには、2 種がある程度似ている必要があると考

えられる。このような遺伝子の共有が混群という共存機構を支えているのかもしれない。 
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2021-A-39 類人猿の音声コミュニケーションの根底にある遺伝基盤の解明 

五藤花 （北大・環境科学）、早川卓志 （北大・地球環境科学）、郷康弘 （自然科学研究機構生命創成探求セン

ター・認知ゲノム） 所内対応者：大石高生 

類人猿のなかでも特にデュエットなど特有の音声コミュニケーションをもつシロテテナガザル（Hylobates lar）に

おいて、遺伝子発現の分析をおこなった。ヒトや鳴禽類の知見に基づき、発声行動と音声コミュニケーションに関

係すると思われる脳領域を選択して、シロテテナガザルの凍結標本からの組織採材と RNA-seq を実施した。GAIN

事業によって収集・保存されていた 2 個体の標本を用いた。所内対応者である大石高生准教授の指導のもと、脳

溝やほかの類人猿の脳アトラスを手掛かりとして、目的とする脳領域を同定した。片方の個体（メス）については大

脳、小脳の凍結標本を用い、発声運動や聴覚に関すると考えられる部位とコントロールとなる部位から 13 検体を

採材した。他方の個体（オス）については、昨年度の共同利用研究（課題番号 2020-C-16）にて採材が完了してい

る部位を除き、大脳の凍結標本を用いて聴覚に関すると考えられる部位から 2 検体を採材した。採材した組織サ

ンプルから RNA を抽出し、RNA-seq を行って網羅的に発現遺伝子を調べた。多変量解析の結果、発声運動に関

連する脳領域と、それ以外の領域で異なる遺伝子発現パターンが検出された。この発現パターンの違いに寄与し

ている遺伝子を絞り込み、本研究テーマを発展させたい。 

 
2021-A-40  チンパンジーの口腔内状態の調査と歯科治療法の検討 

齋藤渉（鶴見大･歯･保存修復）、桃井保子(鶴見大･名誉教授)、宮之原真由(鶴見大･歯･探索歯学) 所内対

応者：宮部貴子 

 チンパンジーにおける歯科的介入の報告は少なく、感染性の歯の病変が認められても、その対処は抗菌

薬の投与のみであったり、原因歯の抜去となることが現状である。歯の保存治療の例はあまり見ない。私

たちは、外傷によって歯冠崩壊し、重篤な歯周組織炎を生じたチンパンジーの歯に対し、ヒト治療と同等

の技法で保存処置を行うこととした。処置は歯科医師が行った。その術後 11 年の経過観察ができたので、

症例報告する。 

 対象は本研究所で飼育されているチンパンジーのメス１個体（施術時 26 歳）である。瘻孔を形成して

いた上顎左側中切歯の慢性根尖性歯周炎に対し、感染根管治療と即時根管充填を行い、コンポジットレジ

ンで封鎖した。 

 術後 11 年にわたって病変再発の兆候はなく、修復に用いたコンポジットレジンにも明らかな劣化は生

じていなかった。このことから、ヒト歯内療法および歯冠修復法はチンパンジーにも有効であることが示

唆された。 

 
2021-A-41  他個体の警戒音声によって脅威対象の発見が促進されるか 

川合伸幸（名古屋大学）所内対応者：中村克樹 

これまでの共同利用研究を通じて、サルはヘビを他の動物よりも早く見つけることを示して来た

（Shibasaki & Kawai, 2009; Kawai & Koda, 2016, Kawai, 2019）。ヘビを見たことのないサルがヘビを

すばやく検出するということは、サルは生得的にヘビを検出する視覚システムを有していることが示唆さ

れる。しかし、これまでは視覚探索課題を用いて脅威対象の検出を評価してきた。視覚探索課題はターゲ

ットへの注意を反映しているのか、背景刺激が注意を惹きつけるのかが不明であるとの批判がある。そこ

で、霊長類で初めてフリッカー課題を用いて、脅威の対象を早く検出できるかの予備的検討を行った。フ

リッカー課題とは、画像の一部（ターゲット）だけが異なる相似の画像をブランクを挟んで繰り返し提示

し、異なる箇所をどれだけ早く正確に検出できるかを調べる手法である。 
 コロナウィルスの制約がとけた R2 年度の後半に、ごく単純なバージョンの課題（灰色単色の背景に、

白か黒四角のターゲットが出現・消失）を２頭のサルが習得した。R3 はより単純な自然な背景（一面が

芝生）から、複雑な背景（森の中）に動物が出現・消失する課題へと進み、うち１頭は複雑な背景で背景

の 1%の面積しかないターゲットを、0.25秒の画像提示、0.25秒のブランク提示というヒト認知実験と同

じパラメータでの課題を 90%以上正答できるようになった。しかし、背景とターゲット位置の関係をカウ

ンターバランスするには２頭が必要で、もう１頭は 0.75秒の刺激・ブランクの提示までしか習得できず、

テストには至らなかった。今後、背景とターゲットの輝度・コントラストを調整しても高い水準で正答で

きるようになれば、ヘビとトカゲ、ヒョウとウマなどの刺激を用いて、脅威の対象を自然な背景からすば

やく正確に見つけられるか検討できる。 
 
2021-A-42  チンパンジーの舌乳頭における遺伝子発現の亜種間比較 

早川卓志（北大・院・地球環境科学）所内対応者：今井啓雄 

チンパンジーは、アフリカの赤道周辺の熱帯林に生息している大型類人猿である。東アフリカから西ア

フリカにかけて生息地は分断されており、地理的かつ遺伝的に 4亜種が分類されている。我々の先行研究

で、チンパンジーが持つ 28 個の苦味受容体遺伝子の個々の機能が、自然選択をともなって亜種間で分化
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していることを発見した。亜種が由来した地域で食物となる植物等の分布が異なることに適応した結果と

考えられる。しかし、これらの苦味受容体遺伝子が、確かに舌乳頭に受容体タンパク質として発現してい

るかどうか、またその発現パターン（発現している受容体遺伝子の種類や、舌上の分布など）に亜種間で

違いがないかは不明であった。そこで本研究では、GAIN 事業の支援を受けて、亜種由来がはっきりとし

ている国内のチンパンジーが亡くなった際に、遺体から舌を採取させていただいた。剖検時に舌を採取し、

遺伝子発現産物である RNA が分解しないようにマイナス 80 度で保存した。凍結舌から再融解しないよ

うにドライアイス上で凍ったまま低温の彫刻刀または包丁で乳頭部をトリミングし、カラム精製によって

全 RNA の抽出と、イルミナシークエンシングによって mRNA の網羅的配列解析をする系を確立した。

舌としては、苦味受容体遺伝子配列をゲノム DNAから決定してある西亜種、東亜種、および東西間亜種

個体からの収集を済ませている。今後 mRNA シークエンシングを全個体の舌乳頭で実施し、28個の苦味

受容体遺伝子の発現パターンの亜種差・個体差を確定する。 
 
2021-A-43 霊長類神経系の解析とヒト疾患解析への応用 

井上治久、沖田圭介、今村恵子、近藤孝之、月田香代子、Suong Dang（京都大・iPS細胞研）、大貫茉里（Ludwig 

Maximilians University Munich,Depatment Biology II,Anthropology and Human Genetics、京都大学 iPS細胞研

究所）所内対応者：今村公紀 

チンパンジーiPS細胞（C7K2および C701)から大脳オルガノイドを作製した。長期培養を行い、最長

で約 1 年間培養を行った大脳オルガノイドを作製した。チンパンジーiPS細胞から作製した大脳オルガノ

イドを免疫染色による評価を実施し、大脳神経細胞の作製を確認した。また、ヒト iPS細胞から作製した

大脳オルガノイドと比較したところ、チンパンジーiPS細胞から作製した大脳オルガノイドは、その形成

速度が遅い傾向が認められた。チンパンジーとヒトの発生の違いによる表現型である可能性があるが、今

後、細胞株間のバリエーションの可能性も含めた詳細な検討が必要と考えられる。 
 
2021-A-44  霊長類社会の基盤となる個体間インタラクションの細部機構解明 

松田一希、豊田有、國枝匠（中部大・創発学術院）所内対応者：足立幾磨 

霊長類の特徴の一つは、複雑な社会性である。その社会性を理解する上で、他個体との親密／敵対的な

社会交渉をとおした、コミュニケーションの進化を考察する必要がある。最も簡易な社会性の指標は、個

体間の距離である。申請者らは、昨年度までの共同利用研究において（C27、B27、B17）、高精度で大規

模なサルの位置データを自動収集する基盤を構築した（Morita,.. Matsuda & Koda. 2020a）。また、大規

模データを用い、従来の個体間距離を用いた Social Network解析では評価が困難であった、「避けあう個

体間」をも評価する新しい分析手法を開発した（Morita,.. Matsuda & Koda. 2021a）。よって本研究では、

今まで蓄積したデータ収集基盤、分析方法を用い、社会的順位や親和的関係が元となり発現するニホンザ

ルの社会構造の細部機構を解明することを目的として、研究を推進した。特に、昨年度末からの実験では、

ビーコンを装着した 5頭のニホンザルの群れを、短期的に 1：4頭に分離することで、社会的なインタラ

クションの変遷過程に着目したデータを収集してきた。群れ生活と単独生活において、各個体の動き方に

どのような個性的特徴が反映されるのかを深層学習を用いて分析・検討した。その結果、群れ生活と単独

生活では、個体の移動パタンが明確に変化し、個体を群れから隔離した状態では、各個体の動きにより個

性的特徴がでやすいことを見出して、学術論文として発表した（Morita,.. Adachi, Matsuda & Koda 
2021b）。また、これまで実施してきた 5頭による実験を拡張し、9頭の集団に高精度位置測位システムを

導入し、位置データの収集に成功した。現在、そのデータを分析中である。本実験では、複数クラスター

からなる野生ニホンザルの群れ構造に近い集団での実験観察が可能であったことから、階層的な集団構造

の内部機構の詳細を定量化できると期待している。 
 
2021-A-45  人類進化における多様性の役割の解明 

嶋田誠（藤田医科大）所内対応者：今井啓雄 

本研究では、「計画研究：霊長類資・試料を用いた分子細胞研究」として、チンパンジーのゲノム DNA
試料を霊長類研究所飼育個体由来8個体分、霊長類研究所が他施設より提供を受けた個体由来25個体分、

計 33個体分について、供与を受けた。 
今回の資料提供およびその間の研究連絡により、これまで考えてきた研究計画を具体化することができ

た。 
今年度は、Long PCR産物を long-read sequencer により解析することで、進化速度が速く同祖性に着

目した進化解析に不向きな STR多型を、無限サイトモデルで進化解析に用いられる SNP haplotype多型
と組み合わせた、HapSTR多型を検出する実験系を確立することに費やした。9つの領域についてそれぞ

れ 10kb以内でプライマを設定して、個々に最適な PCR条件を探索し、現在、アニーリング温度やMg濃
度がそれぞれまちまちながらも、4つの領域にてほぼ安定的条件を見つけた。また、その他 3つの領域で

再現性に不安定ながら標的バンドの増幅が確認された。今後の効率向上のため、多くの領域について共通
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に安定した増幅が得られる方策を探っていく予定である。 
 
2021-A-46  チンパンジー多能性幹細胞を維持する機構の解析 

高島康弘（京大 iPS細胞研）所内対応者：今村公紀 

ヒト胚性幹細胞(ES 細胞)は FGF と ACTIVIN シグナルを利用し、維持される（プライム型と呼ぶ）。

一方、マウス ES細胞は LIF シグナルを利用し、維持されている（ナイーブ型と呼ぶ）。人工多能性幹細

胞(iPS 細胞)も同様であり、ヒトは FGF と ACTIVIN であり、マウスは LIF シグナルであり、維持され

るシグナルが異なっている。 
 ヒト iPS細胞をマウスと類似した培養方法へと変更したヒト iPS細胞を樹立することに成功した。 
 一方、非ヒト霊長類 ES/iPS細胞は、ヒト同様に FGF と ACTIVIN のシグナルによって維持されており、

ヒトと同様のプライム型である。申請者は、ヒトと同様の方法を用いて、カニクイザル、アカゲザル、コ

モンマーモセットをナイーブ化する試みを行ってきたが、ヒト同様の方法では、誘導することが難しいこ

とが分かった。 
 よりヒトに近縁であるチンパンジーiPS 細胞の多能性に関連するシグナルを解析し、チンパンジー、ヒ

トを含む霊長類における相違と相似を明らかにすることを試みた。またチンパンジーiPS細胞（プライム

型）をより受精卵に近いナイーブ型チンパンジーiPS 細胞へとリプログラミングを行った。形態的には、

プライム型からナイーブ型への移行を認めた。チンパンジーは、カニクイザル・アカゲザル・コモンマー

モセットに比べ、ヒトに類似したシグナルが維持されている可能性が高い。引き続き遺伝子発現の確認や

より効果的なナイーブ型への移行方法を継続して、解析していく。 
 

 

7.2.2 一般研究 

 

2021-B-1 中期中新世・化石類人猿ナチョラピテクスの上位胸椎の復元 

菊池泰弘（佐賀大・医）、荻原直道（東京大・理院）所内対応者：西村剛 

化石化の過程で変形したナチョラピテクス上位胸椎標本 KNM-BG48094（第 3～5胸椎と推定）を原型に

復元し現生種との比較分析を行った。大型類人猿 3種、小型類人猿 1種、旧世界ザル 13種（樹上性 3種、

半地上性 8種、地上性 2種）、新世界ザル 2種の第 3～第 5胸椎を対象に、小型 CT スキャナーを用いて撮

像を行い、撮像データを三次元再構築し座標系に展開した。そして、各標本における相同点を決め、

Procrustes 解析によるサイズの正規化と位置合わせ後、座標（シェープ）を主成分分析で解析した（三次

元幾何学形態測定学）。また、ナチョラピテクス標本の相同抽出点から、比較現生種それぞれにおける相

同点の距離の総和を算出することで、化石の塑性変形成分を選択的に除去する作業を行った。分析の結果、

ナチョラピテクスは、アヌビスヒヒ、パタスモンキー、ムーアモンキーの形態に類似していることがわか

り、これら 3 種の第 1～6 主成分を用いて、変形成分の除去を行った。また、復元されたナチョラピテク

ス胸椎は、比較分析の結果、椎体や椎孔の形態や、横突起幅と椎体幅および上関節突起の比は地上性旧世

界ザル的な特徴を見せたものの、横突起における椎弓に対する位置や角度、また棘突起や上関節突起・関

節面間の角度に関しては樹上性旧世界ザルのような値を示すことが分った。さらに、横突起先端と椎体・

上肋骨窩との距離は現生霊長類のものと比べ長く、特殊な機能的要求が示唆された。 

 

2021-B-2 Study on phylogeography of highland macaques and langurs in Nepal 
Mukesh Chalise (Tribhuvan University) 所内対応者：田中洋之 

In 2021, we planned to extract DNA from fecal sample of Assamese monkeys, which were collected in Nepal, and 

to sequence the D-loop region of mitochondrial DNA at the Primates Research Institute (PRI), Kyoto University. 

Unfortunately, I couldn't visit PRI because of the spread of Covid-19. Therefore, we discussed the results of DNA 

sequencing so far collected under the Cooperative Research Program of PRI, and the future sampling points 

necessary to complete this study with Tanaka. I continued the field survey in Nepal and collected fecal samples of 

Assamese monkeys and Himalayan langurs. 

 

2021-B-3  Reexamination of species classification and the phylogeography in tarsiers (Tarsius spp.) from 
Sulawesi by mtDNA markers 
Wirdateti (Research Center for Biology-LIPI) 所内対応者：田中洋之 
This study aims to clarify the species status of Sulawesi’s tarsiers (Tarsius spp.) and inter- and intra-specific diversity 
by mtDNA markers. Due to the Covid -19 pandemic, a plan to visit PRI Japan for analysis was cancelled. The research 
was then carried out at the Center for Biological Research - LIPI, Indonesia for DNA Extraction and PCR. DNA 
sequencing was done by sending to FisrtBase Company, Singapore with the funding from PRI Program.  
We examined a total of 45 samples, which were from various locality in Sulawesi (North Sulawesi, Banggai Island, 
Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, South Sulawesi, Selayar Island), including seven West Tarsier samples 




