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「革新的技術による脳機能ネットワークの
全容解明プロジェクト」の全体計画について

平成２６年９月２６日
革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト
プログラムディレクター 岡部 繁男
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今回の研究プロジェクトの背景説明

アメリカでのBRAIN Initiative
欧州でのHuman Brain Project
など、国際的に革新的な研究技術の応用による
網羅的な脳神経回路研究の立ち上げが行われている
日本の対応が遅れれば、国際的な競争力が失われる可能性が
極めて高い
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米国BRAIN Initiativeの概要
２０１４年度実施プロジェクト（連邦ファンディング機関）
NIH, アメリカ国立衛生研究所
1. 脳内の多様な細胞の同定と疾患・健康への役割の解明
2. シナプスから全脳レベルの構造的結合マップの作成
3. 大規模脳活動計測による脳活動マップの作成
4. 神経回路の活動変調による行動制御技術
5. 革新的論理・データ解析技術を用いた精神機能の生物学的基盤解明
6. ヒト脳の理解と疾患治療のためのイノベイティブな技術開発
7. 正常・疾患脳の高次脳活動を制御する、最新技術・コンセプトを統合した神
経活動パターン操作手法の発見
NSF, 全米科学財団
1. 脳活動の階層をつなぐ統合的理解
2. 脳機能と行動を対象とする先端的計測・操作技術と情報基盤の確立
3. 研究を先導する定量的理論・モデルの構築
4. 脳科学の知見に基づく革新的コンセプト、イノベーションの創出
5. BRAIN Initiativeを支える人材育成、キャリア形成
DARPA, 国防高等研究計画局
1. 透明化技術、遺伝子操作、光学計測、ブレイン・コンピュータ・インターフェー
スの統合による生体脳の細胞同定、神経連絡解析、神経活動計測技術
開発
2. トラウマ治療などに資する記憶制御技術の開発
3. 精神神経疾患治療を目指した脳活動計測・刺激装置の開発

経緯
2011年9月 脳活動のマッピングに関する会合
2011年12月以降ホワイトハウスの科学技術政策局（OSTP)での
検討
2013年2月12日のオバマ大統領の一般教書演説：脳活動のマッ
ピングの重要性
2013年4月2日 オバマ大統領が ”Brain Research through
Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN)
Initiative” を発表。NIH、NSF、DARPA、民間研究助成財
団・機関が資金提供を決定。
2013年夏 NIH、NSFのワーキンググループによる検討（WS開催
等）
2013年9月 NIH中間報告書
2013年冬 NIH、NSFで研究プロジェクトの公募開始
2014年6月 NIH最終報告書
予算：連邦政府機関
FY2014
FY2015要求
NIH
4000万ドル
1億ドル
NSF
2000万ドル
DARPA 5000万ドル
予算：民間財団・機関
アレン脳科学研究所
ハワード・ヒューズ医学研究所
カブリ財団
ソーク研究所

FY16-20
4億ドル/年

FY21-25
5億ドル/年

6000万ドル/年
3000万ドル/年
400万ドル/年
2800万ドル

予算：州レベル BRAIN Initiativeと連携

California Blueprint for Research to Advance Innovations in
Neuroscience (Cal-BRAIN) 200万ドル UC San Diegoを中心に実施。
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欧州Human Brain Project (HBP)の概要
Project
Sub-projects
Platforms

Programme
外部からHBPのリソースを
利用可能

・2013年1月：EU FET (Future and Emerging Technologies)
フラグシッププログラムの一つとしてHuman Brain Projectを採択
・主要提案者はHenry Markram
・2013年からの10か年計画
・予算総額は11.9億ユーロ（約1500億円）
・欧州委員会(EC)から6.43億ユーロ、残りは他の財源から支出予定
・日本の研究者も参加予定

沖縄科学技術大学院大学（エリック・デ・シュッター教授）
理化学研究所（藤井直敬チームリーダー、田中啓治チームリーダー、ジャステン・ガードナーユニットリーダー）

プロジェクト
• 神経科学：

ニューロインフォマティクスや脳のシミュレーションを用いて実験データの収集・統合、多様な知識のギャップを
埋め、将来の研究の優先順位を決定する研究を実施する。

• 臨床科学：

脳疾患の生物学的指標を決定するために医療インフォマティクスを活用し、疾患早期で不可逆的な障害となる前の
診断や、個人のニーズに応じた個別治療法の開発する。疾患を薬物の組み合わせによる、より良い診断により、
新規治療法や 低コストの創薬を加速する。

• 計算機科学： 脳のシミュレーションによるインタラクティブ・コンピューテーションを実現し、幅広い産業に影響を与える。
脳をモデルとしたデバイスやシステムにより、エネルギー効率や信頼性、現状のプログラミングの限界を突破する。
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革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト
Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies (Brain/MINDS)
現在
脳研究の次のブレイクス
ルーをつくるためにはマク
ロレベルとミクロレベルの
間のギャップをうめる研究
が必要

５年後
マーモセット全脳回路に
関するマクロレベルの構
造と活動のマップを完成

１０年後
ヒトの精神活動にとって重要な神
経回路に対応するマーモセット神
経回路機能ニューロンレベルで
の全容解明

脳解析

ギャップを
埋める

（脳システム）

②ヒトにつながるトランスレータブル脳・行動指標の開発
（ヒト脳との回路の対応付け）

脳機能
ネットワーク
の全容解明

③情報科学の活用
（ヒト脳機能と関連した重要回路の抽出）

脳解析
（構造・回路）

ミクロレベル

ギャップを
埋める

脳の情報処理理論
の確立と応用

階層のギャップ

①既存技術の高度化と革新的技術開発
（高速・広範囲・高解像度の脳情報読み出し）

ヒトの高次脳機能とその障害としての
精神神経疾患の理解と治療戦略

マクロレベル

＝

大規模網羅的
解析技術による
脳科学研究の
パラダイムシフト
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主要技術課題
１．脳の透明化、蛍光プローブ、形態解析
２．光遺伝学、細胞活動測定
３．電極技術、データ解析
４．遺伝子発現解析、遺伝子発現技術
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プロジェクトの目的

近年、分子生物学や遺伝子操作技術等の進展による脳のミクロレベルでの解
析が飛躍的に進みつつあると同時に、脳画像やイメージング技術の進展によ
り、様々な精神活動とその異常を脳のマクロ的な構造と機能に結びつけて理
解することが可能になりつつある。しかしながら、これらの独立した解析の
みでは、精神・神経疾患の克服につながるヒトの高次脳機能の解明には至ら
ないことが明らかになりつつあり、脳の本質的な理解を進める上での大きな
ボトルネックとなっている。
「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」は、神経
細胞がどのように神経回路を形成し、どのように情報処理を行うことによっ
て、全体性の高い脳の機能を実現しているかについて、我が国が強みを持つ
技術を生かして、その全容を明らかにし、精神・神経疾患の克服につながる
ヒトの高次脳機能の解明のための基盤を構築することを目的として実施する。
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臨床脳科学への回路データベースの活用方策

中核拠点と臨床研究グループの連携による革新的な診断・治療法開発
精神・神経疾患の現状は深刻である
○日本国民の死亡を含めたQOL損失の最大の
原因は精神神経疾患
○国民の40人に1人が精神疾患で治療中
○認知症の国内推定患者数は460万人
○認知症による経済損失は年間10兆円

精神・神経疾患克服の困難さ
○どの神経回路に障害があるのか特定しにくい
○多様な遺伝子が関与
○疾患の分類方法が成熟していない

診断、治療、創薬の開発を阻害

精神・神経疾患研究の困難さを克服するには、

○多施設臨床データを統合したデータベースの構築
○臨床データを基盤とした病態関連神経回路の抽出、疾患モデル動物の作成
○臨床と基礎を結びつけるバイオマーカー（トランスレータブル脳指標）の開発
が重要
臨
床

多施設共同（オールジャパン）
精神・神経疾患バイオデータベースの構築
精神疾患（うつ病、統合失調症）
神経疾患（認知症、パーキンソン病）

マーモセットを活用した
脳画像解析・回路操作技術の開発
精神・神経疾患関連神経回路の同定
疾患モデル動物の確立

基
礎
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精神神経疾患の克服に向けた
脳機能ネットワークの全容解明プロジェクトの活用
機能的に重要な脳領域・回路を同定

パーキンソン病
不安神経症

精神神経疾患患者と健常者の比較

統合失調症
認知症

脳血管障害

うつ病
自閉症

脳領域・回路の役割を動物モデルで検証

神経細胞レベルの網羅的計測と解析

疾患動物モデル：作成と解析

ヒトと動物で共通の神経ネットワークを同定、障害の原因を解明
運動代償の
神経回路理解

行動制御の
神経回路理解

社会性の
神経回路理解

精神神経疾患の
診断法の開発

高次認知の
神経回路理解

運動制御の
神経回路理解

精神機能の
神経回路理解

創薬に向けた
薬効評価系確立
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多様な脳疾患＝関連する神経回路も様々

自閉症

うつ病

統合失調症

脳血管障害

パーキンソン病

認知症

神経細胞レベルの網羅的計測と解析

疾患に対応する神経回路の機能が明らかに
社会性の
神経回路理解

情動意欲の
神経回路理解

精神機能の
神経回路理解

運動代償の
神経回路理解

運動制御の
神経回路理解

高次認知の
神経回路理解
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プロジェクトの実施体制（１）
本プロジェクトは、
Ａ

霊長類（マーモセット等）の脳構造・機能マップの作成

Ｂ

Ａに寄与する既存の解析技術の高度化をはじめとした革新的な解析技術の開発

Ｃ

上記Ａ及びＢと相互に連携したヒトの精神・神経疾患の克服に向けた研究開発

という「３本柱」を掲げ、Ａ及びＢを担う「中核拠点」（平成２６年３月、理化学研
究所を採択。）と、Ｃを担う「臨床研究グループ」（平成２６年９月、３チームを採
択。）に加え、これらが設定する目標の達成を補完・加速させる研究開発を担う「技術
開発個別課題」 （平成２６年９月、１７課題を採択。）が相互に連携することによって
構築される「共同研究組織」により実施。
また、「中核拠点」の一部として、代表機関の実施内容及び機能の補完を行い、プロ
ジェクトの進捗を加速させる「中核拠点の参画機関」（平成２６年９月、２機関を採
択。）を設置。
※実施体制図は、次ページのとおり。
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プロジェクトの実施体制（２）
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プロジェクトの実施体制（３）
＜参画機関＞
分類区分

機関

代表研究者

参画研究者名

研究テーマ名

疾患モデル作製
や研究環境の提 学校法人
供、脳構造・機 慶応義塾
能解析

佐々木 えりか

岡原 純子、汲田 和歌子、井上 貴史、畑 純一、酒井 朋子、小牧
裕司、芝田 晋介

「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明」
（霊長類ミクロ・マクロコネクトーム解析及びマーモセット脳科学研究支援）

疾患モデル作製
や研究環境の提 国立大学法人
供、大規模数理 京都大学
解析

中村 克樹

高田 昌彦、石井 信、大羽 成征

「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明」
（マーモセットの高次脳機能マップの作成とその基盤となる神経回路の解明及び参
画研究者に対する支援）

＜臨床研究グループ＞
グループリーダー： 笠井 清登（東京大学）

笠井 清登

国立大学法人名古屋大学（尾崎 紀夫）
国立大学法人大阪大学（橋本 亮太 ）
独立行政法人放射線医学総合研究所（須原 哲也 ）
学校法人玉川学園 玉川大学（松元 健二）
国立大学法人京都大学（小林 哲生）

精神・神経疾患患者および健常者の脳画像等データリソース統合にもとづく中核拠
点霊長類回路マップと疾患研究チーム患者回路情報の連結

疾患研究チー 国立大学法人
ム（精神疾患） 東京大学

笠井 清登

国立大学法人名古屋大学（尾崎 紀夫）
国立大学法人大阪大学（橋本 亮太 ）
独立行政法人放射線医学総合研究所（須原 哲也 ）
学校法人昭和大学（橋本 龍一郎 ）
大学共同利用機関法人自然科学研究機構（吉田 正俊）
国立大学法人広島大学（岡本 泰昌 ）

大規模脳画像解析とヒトー霊長類を連結するトランスレータブル脳・行動指標開発に
もとづく精神疾患の病態神経回路解明

疾患研究チー
国立大学法人
ム（脳血管障
京都大学
害等）

高橋 良輔

大学共同利用機関法人自然科学研究機構（伊佐 正 ）
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（花川 隆 ）
公立大学法人横浜市立大学（高橋 琢哉 ）
順天堂大学（小池 正人 ）
国立大学法人大阪大学（吉峰 俊樹 ）

脳血管障害とパーキンソン病における脳神経回路障害とその機能回復に 関わるト
ランスレータブル脳・行動指標の開発

国立大学法人東京大学（富田 泰輔 ）
国立大学法人名古屋大学（祖父江 元 ）
順天堂大学（服部 信孝 ）
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（松田 博史 ）
独立行政法人放射線医学総合研究所（樋口 真人 ）
公益財団法人東京都医学総合研究所（長谷川 成人 ）

変性性認知症による脳機能ネットワーク異常の全容解明

臨床研究総括 国立大学法人
チーム
東京大学

疾患研究チー
国立大学法人
ム（神経変性
岡澤 均
東京医科歯科大学
疾患）
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プロジェクトの実施体制（４）
＜技術開発個別課題＞
＜霊長類脳構造・機能マップ作成効率化のための技術開発＞
分類区分

申請者

代表研究者

分担機関、分担機関の代表研究者

研究課題名

①脳の透明化、蛍光プロー 国立大学法人
ブ、形態解析
東京大学

上田 泰己

－

霊長類脳の網羅的回路マッピングに向けた要素技術開発

②光遺伝学、細胞活動測
定

国立大学法人
九州大学

大木 研一

－

マクロとミクロをつなぐマルチモーダル機能マッピング技術の開発

②光遺伝学、細胞活動測
定

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

南部 篤

－

多角的神経回路・構造解析法によるマーモセットの脳機能解析

②光遺伝学、細胞活動測
定

国立大学法人
名古屋大学

山中 章弘

－

革新的な投射経路特異的遺伝子発現制御法の開発と回路機能操作による機能マップ作
成

④遺伝子発現解析、遺伝
子発現技術

国立大学法人
群馬大学

平井 宏和

－

マーモセット中枢神経系の細胞種特異的、回路特異的遺伝子発現ウイルスベクターの開
発

④遺伝子発現解析、遺伝
子発現技術

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

郷 康広

－

霊長類脳の構造・機能をささえる分子基盤解明にむけたマーモセット全脳遺伝子発現動
態・エピゲノム動態解析

④遺伝子発現解析、遺伝
子発現技術

公立大学法人
福島県立医科大学

小林 和人

国立大学法人北海道大学
渡辺 雅彦

マーモセット脳機能研究に最適化した経路選択的操作とその基盤となる回路構造解析技
術の開発
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プロジェクトの実施体制（５）
＜技術開発個別課題＞
＜革新的な技術開発＞
分類区分

代表機関

代表研究者

分担機関、分担機関の代表研究者

研究課題名

①脳の透明化、蛍光プロー 国立大学法人
ブ、形態解析
埼玉大学

中井 淳一

－

霊長類脳の単一ニューロンレベルの機能マップを可能にする革新的イメージング技術の開
発

①脳の透明化、蛍光プロー 国立大学法人
ブ、形態解析
東京大学

浦野 泰照

－

脳構造・機能の統合的理解に資する革新的光機能性小分子群の創製

①脳の透明化、蛍光プロー 国立大学法人
ブ、形態解析
北海道大学

根本 知己

②光遺伝学、細胞活動測
定

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

松崎 政紀

－

大脳皮質高次脳機能回路の操作・光計測技術の開発

②光遺伝学、細胞活動測
定

学校法人玉川学園
玉川大学

礒村 宜和

－

光遺伝学的に投射先を同定するマルチニューロン記録技術の開発

②光遺伝学、細胞活動測
定

国立大学法人
東京大学

河西 春郎

－

多重標識した記憶神経回路の固定透明化脳における高速２光子マッピング法の開発

②光遺伝学、細胞活動測
定

国立大学法人
東京大学

尾藤 晴彦

－

革新的プロ-ビングによる神経活動の高速３D測定と活動痕跡の長期可視化

③電極技術、データ解析

国立大学法人
大阪大学

関谷 毅

－

体内埋込型集積回路内蔵フレキシブル超薄膜センサシートを用いたマーモセットの脳信号
計測システムの開発

③電極技術、データ解析

沖縄科学技術大学院大学

銅谷 賢治

－

脳構造・機能マップによる多階層モデルのための計算技術開発

④遺伝子発現解析、遺伝
子発現技術

国立大学法人
東京大学

饗場 篤

国立大学法人東北大学
横山 弘之

独立行政法人理化学研究所
小倉 淳郎

新規半導体レーザー光源を用いた超解像多光子励起顕微鏡法の開発

遺伝子操作マーモセットの作製・世代短縮のための革新的胚操作技術の開発
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プロジェクトの実施体制（６）

プログラムディレクター（ＰＤ）及びプログラムオフィサー（ＰＯ）が、本
プロジェクト全体の進捗状況を把握し、組織間の連携強化に資するとともに、
必要な指導・助言等を行う。本プロジェクト参画機関は、円滑なプロジェク
トの推進のため、ＰＤ及びＰＯに協力する義務を負う。
プロジェクトリーダー（ＰＬ）は、プロジェクト全体を統括し、共同研究組
織内の情報共有・連携強化を促進するとともに、本プロジェクトの進捗管理
等のマネジメントを行う。
グループリーダー（ＧＬ）は、臨床研究グループ全体を取りまとめ、研究の
進捗管理等のマネジメントを行うほか、「中核拠点」及び「技術開発個別課
題」との連携を中心となって行う。
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プロジェクトの実施体制（７）
構造マップ作成
マーモセットモデル
行動実験

中核機関（理化学研究所）
マーモセット脳の構造マップ・機能マップ作成
革新的技術開発
回路データ供与
疾患モデル供与

回路
データ

疾患関連回路
データ供与

臨床研究グループ
精神疾患
神経変性疾患
脳血管障害

回路
データ

参画機関
慶応大学
京都大学

リソース支援
技術指導
研究スペース提供

リソース支援
技術指導

技術供与

ヒト脳疾患に
関連付けた
霊長類脳マップ

技術開発個別課題
回路マップ作成効率化
回路
データ

技術開発個別課題
革新的技術開発

臨床画像データの取得
17

多様な脳疾患＝関連する神経回路も様々
笠井Ｇ

自閉症

うつ病

高橋Ｇ

統合失調症

脳血管障害

岡澤Ｇ

パーキンソン病

認知症

神経細胞レベルの網羅的計測と解析

疾患に対応する神経回路の機能が明らかに
社会性の
神経回路理解

情動意欲の
神経回路理解

精神機能の
神経回路理解

運動代償の
神経回路理解

運動制御の
神経回路理解

高次認知の
神経回路理解
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主要技術課題
１．脳の透明化、蛍光プローブ、形態解析
２．光遺伝学、細胞活動測定
３．電極技術、データ解析
４．遺伝子発現解析、遺伝子発現技術

＝上田、中井、浦野、根本
＝大木、南部、山中、松崎、磯村、河西、尾藤
＝関谷、銅谷
＝平井、郷、饗場、小林
19

プロジェクトの管理と評価（１）
１．研究管理
（１）ＰＤ・ＰＯによる指導・助言
ＰＤ・ＰＯは、本プロジェクトの円滑な実施を図るため、サイトビジット等による研
究の実施状況の調査をはじめ、ＰＬ及びＧＬ等からの報告に基づき、本プロジェクト全
体の進捗状況を把握し、共同研究組織間の連携強化に資するとともに、参画者に対する
必要な指導・助言を行う。
また、成果報告会等の開催により参画者からの研究の実施状況の報告を求めるととも
に、その結果を次年度の業務計画に反映し、予算の戦略的な配分を行う。その際は、参
画者に対する業務計画の大幅な見直しのほか、事業の中止等を求める場合がある。
（２）プロジェクト運営統括会議
事業全体の運営を監督するため、ＰＤ及びＰＬ、ＰＬ、ＧＬ、有識者等から構成され
る「プロジェクト運営統括会議」を設置。共同研究組織内の運営方針・研究計画を確認
し、研究の進捗と成果を評価するとともに、必要な指導・助言を行う。
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プロジェクトの管理と評価（２）
１．研究管理（続き）
（３）プロジェクト推進委員会
中核拠点は、ＰＬのイニシアティブの下、共同研究組織全体としての研究計画の立案
と成果のとりまとめ、情報共有、共同研究体制の強化・推進などの運営管理に必要な連
絡調整等を行うため、共同研究組織のメンバーから構成される「プロジェクト推進委員
会」を設置。
（４）企画運営部門（中核拠点の理化学研究所内に設置）
ＰＬを強力に補佐し、研究者が研究に専念し、研究活動を活性化できる環境を常に提
供し続ける役割を担い、かつ、プロジェクトの運営事務を実施する企画運営部門を設置
するとともに、ＰＬの補佐役として企画マネージャーを配置。
Ａ．プロジェクト研究の円滑な推進の支援（各種委員会事務局、ＰＤ・ＰＯ等との連絡調整、プロジェクト全体の進捗状況の
確認・対応の支援、成果発表会等の開催）
Ｂ．研究環境整備の支援（施設の拡充・大型設備機器等の整備の支援、参画研究者利用のための理研ＢＳＩ飼育・研究設備の
運用・管理）
Ｃ．知的財産の活用を通じた研究成果の社会還元（成果に基づく特許取得）
Ｄ．研究の理解増進に資する広報・アウトリーチ活動（ＨＰ作成、広報誌刊行、シンポジウム開催）
Ｅ．倫理的、法的、社会的課題（ELSI）及び動物実験の倫理への対応
Ｆ．国際連携の推進（海外研究動向の情報収集、欧米プロジェクトとの連携、海外研究機関との協定の締結、データベースの
国際基準への対応、国際会議の開催）
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プロジェクトの管理と評価（３）
２．評価
本プロジェクトでは、各課題の進捗状況、成果及び今後の展望等について、公正な評
価を実施するため、以下に示す頻度を目途に外部有識者による中間評価を実施する。中
間評価の結果、継続することが妥当であると判断された場合のみ事業の継続を決定する。
また、最終年度に事後評価を実施する。
中間・事後評価における評価結果については、原則として公開する。

＜中間評価の実施頻度＞
・中核拠点（参画機関を含む）：

１年度目終了後、３年度目、５年度目、８年度目

・臨床研究グループ：

３年度目

・技術開発個別課題：

最終年度に事後評価のみ実施

22

今後の方針
○本プロジェクトは、多数の実施機関が参画する共同研究組織を組織すること
から、中核拠点（参画機関を含む。）、臨床研究グループ及び技術開発個別課
題の相互の連携により、目標達成に向けた研究が効率的、効果的に推進される
よう努める。特に、研究の実施状況の把握や、連携強化のための指導・助言に
際しては、プロジェクト全体を統括するＰＬ、臨床研究グループ全体を取りま
とめるＧＬを活用する。
○本プロジェクトの推進に際しては、「脳科学研究戦略推進プログラム（脳プ
ロ）」との連携を密にするとともに、脳プロで蓄積された運営のノウハウを最
大限活用する。特に、各参画者の進捗状況に応じて、ＰＤ・ＰＯの権限による
業務計画（研究項目及び予算配分を含む。）の大幅な見直しや、事業の縮小・
中止等、プロジェクトの目標達成に向けたメリハリのある運営を実施する。
○本プロジェクトの進捗状況については、ホームページ等で適時情報を発信す
るほか、科学技術・学術審議会脳科学委員会においても報告する。
23

参 考 資 料
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プロジェクトの実施内容（１）
１．中核拠点の参画機関
「中核拠点」（理化学研究所）では、プロジェクトの中心となる霊長類の脳構造・機能
マップの作成とともに、これに寄与する革新的な解析技術の開発等を実施するほか、本プロ
ジェクトの共同研究組織に属する研究者に対し、設備を利用させるなどの必要な支援を行う。
参画機関は、ＰＬの統括の下、中核拠点の一部として、代表機関の実施内容及び機能の補
完を行い、プロジェクトの進捗を加速させるために設置。
参画機関が担う実施項目は、以下のとおり。
（公募対象とする実施項目）
① 疾患モデルマーモセットの作製や研究環境の提供等（慶應義塾、京都大学）
遺伝子改変（トランスジェニック及びノックアウトを含む）及び機能破壊、機能抑制等に
よる疾患モデルマーモセットの作製、飼育、解析を行う。また、本プロジェクトの共同研究
組織に属する研究者の要請に応じて、マーモセットの飼育、実験スペース、研究試料や実験
技術等の提供等の必要な支援を行う。
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プロジェクトの実施内容（２）
１．中核拠点の参画機関（続き）
（公募対象とする実施項目：続き）
② MRI等を用いたマーモセットの脳構造・機能解析等（慶應義塾）
MRI装置を用いた拡散テンソル画像による神経線維投射の解析等により構造マップを作成す
るとともに、fMRIや生理学的な実験等により脳機能マップを作成する。また、本プロジェク
トの共同研究組織に属する研究者に対し、実験スペースや実験技術等の提供等の必要な支援
を行う。
③ 脳画像等に関する大規模数理解析等（京都大学）
透明化脳等から得られた画像データや電子顕微鏡の連続切片データ等を画像処理法や統計
学的技術を用いて統合し、マクロマップ及びミクロマップを作成するための技術開発を行う
とともに、大量に得られた異なる階層のデータについてデータベース化等を行う。また、本
プロジェクトの共同研究組織に属する研究者に対し、実験技術等の提供等の必要な支援を行
う。
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プロジェクトの実施内容（３）
２．臨床研究グループ
「中核拠点」が実施する霊長類（マーモセット）脳構造・機能マップの作成に際して必要
な研究開発を実施する。
具体的には、ＰＬの統括の下、「臨床研究グループ」の「臨床研究総括チーム」及び「疾
患研究チーム」が連携することにより、ヒトの脳画像等の臨床情報をもとに、ヒトの精神活
動にとって重要な神経回路の同定を行い、「中核拠点」がミクロマップを作成するために必
要な霊長類とヒトの脳の対応付け情報を提供する。
また、疾患モデルマーモセットの病態解明を行うとともにトランスレータブルな脳・行動
指標の開発を行うなど、ヒトの精神・神経疾患克服に向けた研究開発を行う。
本グループの構成は、以下のとおり。
（具体的な事業内容）
① 臨床研究グループ全体の取りまとめ及び中核拠点との連携（臨床研究総括チーム）
→ 代表機関：東京大学
② ヒト疾患研究から得られた臨床データの解析及びトランスレータブルな脳・行動指標の
開発等（疾患研究チーム）
→ 代表機関：東京大学、東京医科歯科大学、京都大学
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プロジェクトの実施内容（４）
２．臨床研究グループ（続き）
① 臨床研究グループ全体の取りまとめ及び中核拠点との連携（臨床研究総括チーム）
「疾患研究チーム」で取得する脳画像等の臨床データについて、臨床研究グループ共通の
プロトコルを策定し、それらのデータが統一された基準で取得されるよう、「疾患研究チー
ム」の指導・管理を行う。
「疾患研究チーム」で取得・解析され、抽出された疾患関連回路等の情報について集約す
るとともに、「疾患研究チーム」で得られた脳画像等の臨床データの疾患横断的な解析を行
うことにより、「疾患研究チーム」単独では抽出することのできない、複数の疾患に関連す
る回路の抽出を行い、「疾患研究チーム」への情報提供を行う。
これらの取組を通じて得られた情報についてデータベース化するとともに、「中核拠点」
がニューロンレベルでの構造的・機能的神経回路マップを作成する際に優先すべき神経回路
についての情報を提供する。
また、健常者の詳細な脳画像を取得し、マーモセットの脳と比較することで両者の対応付
け情報を取得し、「中核拠点」へ提供する。
以上、「臨床研究総括チーム」は、「疾患研究チーム」を取りまとめるとともに、プロ
ジェクトの目標達成のために「中核拠点」との緊密な連携を責任を持って行う。
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プロジェクトの実施内容（５）
２．臨床研究グループ（続き）
② ヒト疾患研究から得られた臨床データの解析及びトランスレータブルな脳・行動指標の
開発等（疾患研究チーム代表機関：東京大学、東京医科歯科大学、京都大学）
「臨床研究総括チーム」による指導・管理の下、「精神疾患（発達障害を含む）」、「神
経変性疾患」、「脳血管障害等（脳神経回路の機能回復）」 の３領域において、「臨床研究
総括チーム」が策定したプロトコルに従い、健常者及び担当する疾患領域の患者の発症ス
テージ等も考慮した臨床データを取得・集約する。
集約した脳画像の解析を行い、特定の疾患に関連する回路を抽出するとともに、それらの
マーモセットにおける相同回路を操作することで、病態の再現が出来るかを検討する。
脳疾患の機能回復過程についても、関連するヒト神経回路の同定とその知見に基づいた代
償性神経回路の活性化の検討を動物実験により行う。
神経回路の構造的・機能的変化及び関連した遺伝子変異等の情報について包括的に解析を
行い、疾患の症候・回路障害・遺伝子変異の関係性、更には因果関係を明らかにする。
これらの取組を通じて得られた情報に基づき、霊長類とヒトで共通の手法で計測出来るト
ランスレータブルな脳・行動指標の開発を行い、「臨床研究総括チーム」へ情報を提供する。
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プロジェクトの実施内容（６）
３．技術開発個別課題
「中核拠点」及び「臨床研究グループ」が設定する目標を達成するために必要な業務を補
完・加速させるために必要と認められる研究開発を実施する。
① 霊長類脳構造・機能マップ作成効率化のための技術開発等（７課題）
「中核拠点」が実施する霊長類（マーモセット）脳構造・機能マップの作成又は解析技術
の開発を補完・加速するための研究開発を行う。事業期間は原則３年以内とし、この期間に
霊長類（マーモセット）脳構造・機能マップ作成等に対して最適化することを求める。
② 革新的な技術開発（１０課題）
「中核拠点」が実施する霊長類（マーモセット）脳構造・機能マップの作成に寄与しうる、
脳科学分野における既存技術の単なる延長ではない、物理学、ナノ工学、化学、数理科学等
を活用した革新的な技術開発を行い、モデル動物等を用いた有用性の検証等を行う。
有用性が示された場合は、霊長類（マーモセット）脳構造・機能マップ作成等に対して最
適化を行うため、事業を延長する場合がある。
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