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iPS 細胞について 
堀尾哲一郎 

はじめに 
2012 年 10 月山中伸弥（京都大学）とジョン・ガードン（英ケンブリッジ大）がノーベル医学生

理学賞を共同受賞した。受賞理由は「成熟した細胞に対してリプログラミングにより多能性（分化

万能性）を持たせられることの発見」である。山中伸弥はこの細胞を iPS 細胞（人工多能性幹細

胞 induced pluripotent stem cell）と命名した。 
DNA については、スイスの有機化学者ミーシャーが 1860 年代に DNA を「Nuclein」と名づけ、

1889 年にドイツの有機化学者アルトマンが「Nucleic Acid」と命名し直したのが始まりと考えら

れる。その後、1953 年に米国の分子生物学者ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが DNA
が二重らせん構造であることを突き止めた。この発見はその後の生物学に革命をもたらした。 
私は 1970 年代ニューヨークで遺伝子工学の黎明期を体験した。当時はシリコンバレーのコンピ

ュータ技術の開発が一段落し、バイオベンチャーへエンジェルファンドがシフトしつつある時期で

全米で約 200 社ほどの遺伝子工学関連のベンチャーが立ち上がっていたように思う。その中から

DNA のフラグメントや遺伝子操作のための各種酵素などや、DNA の配列を解析する基礎的な分

析器を手掛ける企業の製品を日本へ輸出する仕事をしていた。その当時の技術レベルを思うと今日

までの四半世紀の生命工学の進歩は驚嘆に値する。この間の遺伝子フラグメントの自動合成、ヒト

ゲノムの解析に代表される遺伝子の分析技術の進歩などを経て研究が急速に進展した。1970 年代

初頭までに、DNAを特定の位置で切断する制限酵素、DNA断片をつなぎ合わせるDNAリガーゼ、

DNA を細胞に導入する形質転換の技術が開発され、これらが組換え DNA 技術の基礎となった。

さらに 1980 年代にはポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって目的とする遺伝子の複製が容易に行

えるようになり、遺伝子工学はますます利用範囲を広げた。たとえば、細菌や培養細胞によるホル

モン（インスリンやエリスロポエチンなど）の生産、除草剤耐性などの性質を与えた遺伝子組換え

作物、遺伝子操作を施した研究用マウス（トランスジェニックマウス）、また人間を対象とした遺

伝子治療の試みなど具体化してきた。ヒトゲノムプロジェクトは 1990 年に米国のエネルギー省と

厚生省によって 30 億ドルの予算が組まれて発足し、15 年間での完了が計画されていた。発足後、

プロジェクトは国際的協力の拡大と、ゲノム科学の進歩（特に配列解析技術）、及びコンピュータ

関連技術の大幅な進歩により、ゲノムの下書き版（ドラフト）を 2000 年に完成した。このアナウ

ンスは 2000 年 6 月 26 日、ビル・クリントン米国大統領とトニー・ブレア英国首相によってなさ

れた。これは予定より 2 年早い完成であった。完全・高品質なゲノムの完成に向けて作業が継続さ

れて、2003 年 4 月 14 日には完成版が公開された。そこにはヒトの全遺伝子の 99%の配列が 99.99%
の正確さで含まれるとされている。これらの技術が ES 細胞や iPS 細胞の開発につながり、再生医

療、病気の治療法や創薬の開発に朗報をもたらしつつある。このような環境の下で我々一人一人が

iPS 細胞についての基礎を知ることは有益と考え調べたのでここに報告したい。 
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1. 主な用語 
 本論に入る前に、いくつかの重要なキーワードについて説明する。 
・幹細胞(Stem cell)とは：多彩な細胞に変化できると同時に自分の数を増やすことができる細胞。

iPS 細胞は幹細胞の一種である。また、幹細胞には基底細胞、造血幹細胞、神経幹細胞など比較的

少ない種類の専門化した細胞になれる幹細胞もある。 
・ES 細胞(胚性幹細胞（Embryonic Stem cells）)とは：受精

卵のような「全能性」は持たないが体中の細胞になれる細胞。

この細胞には次の倫理問題と拒絶反応の課題がある。 
倫理面のハードル：ウイスコンシン大学のトムソンは 1998

年にヒト ES 細胞をつくりだす材料として、不妊治療のために

作られた受精卵（およびそこから育った初期胚）を利用した。

キリスト教カトリック教会をはじめ、「受精卵（胚）には生命

が宿っている」という生命観をもつ人々の多くは、胚の破壊をともなう ES 細胞の作製に強く反対

している。当時、米国や日本は ES 細胞の研究にはお金を出さなかったが、トムソンはアメリカの

ベンチャー企業から研究費の支援を受けて ES 細胞の作製に成功した。 
拒絶反応のハードル：ES 細胞は、不妊治療を行い、余剰胚を提供した両親の遺伝子を受けつい

でいる。そのため、移植を受ける患者の体にとっては、遺伝的に関係のない細胞、つまり異物であ

る。そのため、ES 細胞からつくった細胞や組織を移植に使う場合には拒否反応の心配がある。 
・人工多能性幹細胞 iPS 細胞(induced pluripotent stem cell)とは：受精卵のような「全能性」は

持たないが体中のさまざまな細胞になれる細胞。再生医療・創薬の応用が期待される。 
・体細胞とは：体を構成するほとんどの細胞で分裂する能力を備えていない細胞。 
・胚(embryo)とは：受精卵ははじめは一つの細胞で、細胞分裂を繰り返し、成長して胎児になる。

その途中の段階で、ただの細胞のカタマリに過ぎない状態を「胚」と呼ぶ。胚はこれから分裂を繰

り返して様々な組織を作る細胞を生み出してゆく。つまり胚の細胞はすべて幹細胞である。生体組

織にも幹細胞は存在するが、血液は骨髄にある造血幹細胞、皮膚は表皮幹細胞、卵や精子は生殖幹

細胞というように作ることのできる細胞の種類が決まっている(Multipotency)。 
・分化(differentiation)とは：生物の細胞が分裂増殖し、成長する間に互いに構造や機能が特殊化

する現象。精子と卵子からできた受精卵は胚と呼ばれ、胚の細胞が分裂を続けると、だんだん個性

を持ち始め、体の表面になる細胞、内臓になる細胞などへ分かれて行くが、いきなり専門性を持っ

た細胞になるのではなく、まず、幹細胞(stem cell)という大本の細胞になり、そこから、さらに分

かれ道をたどる。血液の場合、造血幹細胞を経て、赤血球、白血球、血小板などに分かれる。たっ

た 1 個の受精卵から複雑な生物（ヒト成人の場合、60 兆個の細胞）が形づくられていく「発生」

と「分化」の仕組みの謎を解き明かすことは人類の長年の夢である。 
・初期化(リプログラミング)：分化した細胞がまっさらな状態に戻り、受精卵と同じような力を発

揮すること。 
 

2. 受精卵から成人まで 
まず、細胞分裂の過程と ES 細胞や iPS 細胞の位置関係を明らかにしたい。 

受精からの細胞分裂 
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０日 授精卵 細胞 1 個 
１～２日 ２細胞期 細胞２個  
１～２日 ４細胞期 細胞４個 
１～２日 ８細胞期 細胞８個 
２～３日 桑実胚  細胞１６～３２個  
４～６日 胚盤胞  １００個前後 
 ES 細胞は胚細胞の内部細胞塊の細胞を直接取り出し、試験管内で培養したもの。 

iPS 細胞は成人の皮膚の皮下組織にある繊維芽細胞などに遺伝子を導入し初期化したもの。 
２週 外胚葉と内胚葉ができる 
３週 中胚葉ができる 
４週 心臓が脈動をはじめる 
５～８週 ヒトの原型ができあがる（右の画像） 
９～３７週 胎児として成長を続ける 
３７週程度 新生児 細胞およそ３兆個 
１８年程度 成人 細胞およそ６０兆個、200 種類の細胞 
 

3.  山中伸弥の主な歩みと iPS 細胞に至る主な関連事項： 
 山中伸弥が iPS 細胞を作成できたのは本人の素晴らしい才能は勿論のこと、多くの優秀な人の

協力はもとより過去の多くの研究者の研究成果がベースとなっているので時系列的に振り返って

みる。 
 
1890 年代 
・バイスマン（ドイツの動物学者）は「胚が成長するにつれ、さまざまな異なる細胞に分かれて

いくのは、不必要な遺伝子が失われるから」という説を唱えた。 
1950 年代 
 ・ロバート・ブリッグスとトーマス・キング（米）は

ヒョウガエルでクーロンを作成（胚の細胞から核を抜き、

あらかじめ核を抜いた卵子に移植する方法。バイスマン

の仮説を支持するような結果）。 
1950 年代後半 
 ・ガードンはアフリカツメガエルのクローンオタマジ

ャクシづくりを開始。 
1962 年 
 ・山中伸弥 大阪府生まれ 
 ・英国ケンブリッジ大学のジョン・ガードン教授のア

フリカツメガエルのオタマジャクシの腸の細胞からクロ

ーンのオタマジャクシを作成（脊椎動物のクローン誕生

は世界で初めて） 
 ・ジョン・ガードンはオタマジャクシの腸の細核を使ってオタマジャクシを作った。（核移植技

術の生みの親） 
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1966 年 
 ・ガードンはオタマジャクシの細胞核からのクローンオタマジャクシを大人のカエルまで育てる

ことができた。腸のような分化した細胞の核も受精卵と同じように、すべての細胞になるのに必要

な遺伝子を持っていることを証明した。 
1975 年 
 ・ガードンは大人のカエルの細胞核からクローンオタマジャクシを作るなどして裏付けをおこな

った。 
1981 年 
 ・山中伸弥 大阪教育大付属天王寺高校卒業 
 ・マーティン・エバンス（英ケンブリッジ大）がマウスの ES 細胞を世界で初めてつくった（初

の ES 細胞）。2007 年にノーベル医学・生理学賞を受賞 
1986 年 
 ・受精卵クローン羊の作成（核移植による）ウィラードソン（英） 
1987 年 
 ・山中伸弥 神戸大医学部卒業、国立大阪病院で整形外科医として臨床研修 
1989 年 
 ・大阪市立大学大学院薬理学教室に入り、基礎研究へ 
1990 年代 
 ・ロバート・ブリッグスとトーマス・キング（アメリカの研究者）はヒョウガエルを使って脊椎

動物で初めてクーロンを作りバイスマンを支持するような実験結果を発表。（胚の細胞から核を抜

き、あらかじめ核を抜いた卵子に移植する方法）しかし、オタマジャクシの尾が見え始める尾芽胚

からはオタマジャクシにならない。 
1993 年 
 ・山中伸弥 米グラッドストーン研究所（米サンフランシスコ）研究員、研究所長のロバート・

メイリ―博士から科学者として成功するための「VW(Vision and Work hard)」の重要性を学ぶ。 
1995 年 
 ・山中伸弥 マウスのＥＳ細胞の実験で分化に関係する新しい遺伝子「ＮＡＴ1」を発見 
 ・アカゲザル ES 細胞の作製（霊長類初）ジェームス・トムソン（ウイスコンシン大）他（米） 
1996 年 
 ・山中伸弥 大阪市立大薬理学教室助手 
 ・イアン・ウィルムット（英エディンバラ大学）世界で初めて哺乳類のクローン羊の「ドリー」

を生み出した。使ったのは羊の乳を作る乳腺細胞である。ドリー（Dolly、1996 年 7 月 5 日～2003
年 2 月 14 日）は、世界初の哺乳類の体細胞クローンである雌羊。スコットランドのロスリン研究

所で生まれ育ち、6 歳で亡くなる。ドリーの誕生は 1997 年 2 月 22 日に発表された。 ドリーとい

う名前は乳腺細胞由来にちなんで、飼育係がドリー・パートンの巨乳を称えて提案したものである。

ドリーは体細胞の核を除核した胚細胞に移植する技術によって誕生した。ドリーは 1996 年に 6 歳

の雌羊の細胞からクローンされ、今日まで続く議論の的となっている。 
 
1998 年 
 ・ヒト ES 細胞の作製（ヒト初）ジェームス・トムソン（ウイスコンシン大）（米） 
1999 年 
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 ・山中伸弥 奈良先端科学技術大学院大学助教授 
2001 年 
 ・体細胞ヒトクローン胚の作製（ヒト初 6 細胞まで分裂）シべリ他（米） 
 ・若山照彦（理化学研究所）が世界で初めてマウスのクローン ES 細胞を作成 
 ・多田高（京大再生医科学研究所）らがマウスの分化した免疫細胞であるリンパ球と ES 細胞に

電気ショックを与え融合させた。出来た融合細胞は万能細胞の性質を持っていた。ES 細胞の中に

細胞を初期化する因子のあることが示唆された。 
2003 年 
・ドリーの剥製がエディンバラのスコットランド博物館へ陳列された。 

 ・ヒトのゲノムの全塩基配列を解析完了 
2004 年 
 ・山中伸弥 京都大再生医科学研究所教授 
 ・黄禹錫（ファンウソク）（韓）ヒトクローン ES 細胞の作製を報告したがねつ造であったこと

が 2006 年判明した。 
2005 年 
 ・ES 細胞と卵子からヒトクローン胚作製（胚盤胞まで分裂）ストイコビッチ他（英） 
 ・体細胞ヒトクローン胚の作製（6 細胞まで分裂）ヘント大学病院（ベルギー） 
2006 年 
 ・山中伸弥（日）マウスで人工多能性幹細胞(iPS 細胞)の作成、米科学誌「セル」に論文を発表。 
（初の iPS 細胞） 
2007 年 
 ・体細胞アカゲザルクローン ES 細胞の作製（霊長類初）シュークラト・ミタリポフ（オレゴン

霊長類研究センター）他（アメリカ） 
 ・ヒト iPS 細胞の作製（ヒト初）山中伸弥他（日）とジェームス・トムソン（ウイスコンシン

大）他（米）が同時発表。山中伸弥はこの細胞を人工多能性細胞(induced Pluripotent Stem cell)
と命名した。 
 ・シュークラト・ミタリポフ（米）がアカゲザルのクローン ES 細胞をはじめて作成した。 
2008 年 
 ・山中伸弥 京都大 iPS 細胞研究センター長、朝日賞 
2009 年 
 ・山中伸弥 ガードナー国際賞、ラスカー賞 
 ・iPS 細胞研究についての文部科学省の取組を公表 
 ・我が国の 3 省庁（厚労省、経産省、文科省）で再生医療を柱とした医療イノベーション会議・

推進室立ち上げ。オールジャパン体制で研究を加速。 
2010 年 
 ・山中伸弥 京都大 iPS 細胞研究所長、文化功労者、恩賜賞・日本学士院賞、京都賞 
 ・カナダのマクマスター大学の研究チームはダイレクト・レプログラミング法でヒトの皮膚の線

維芽細胞に遺伝子「OTC4」を導入し血液の前段階の細胞を作製。特殊なたんぱく質を加えて培養

し、赤血球や白血球といった血液細胞も作成。 
 ・スタンフォード大学 Marius Werning 博士らのグループがマウスの皮膚細胞に３つの遺伝子

（Asc1，Brn2，Myt1）を導入すると、皮膚細胞から直接、神経細胞へ変化することを発見し、全
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く異なる系譜へのダイレクトリプログラミングを初めて報告。 
2011 年 
 ・山中伸弥 ウルフ賞 
2012 年 
 ・山中伸弥 ジョン・ガードン（英ケンブリッジ大）ノーベル医学生理学賞共同受賞 
2013 年 
 ・再生医療推進法成立（iPS 細胞の実用化推進） 
 ・理化学研究所の iPS 細胞を用いた加齢黄斑変性症の臨床研究申請を国が承認（世界初） 
 ・臓器工場 ブタにヒトの膵臓をつくらせる（東大） 
 

4. 誰がノーベル賞を受賞するか？ 
 哺乳動物で初めて体細胞クローンである羊のドリーが社会に与えた衝撃は、クローンカエ

ルよりはるかに大きかったがノーベル賞はクローンカエルのガードンに与えられた。ウィルムット

の羊ドリーの方が初期化はより完璧であったが、ノーベル賞は与えられなかった。また、ES 細胞

の場合、マウスでつくったエバンスが受賞し、人間のES細胞をつくったトムソンには出ていない。

ノーベル医学生理学賞は最初の発見を何より重視していることがうかがえる。 
 

5. 有効な遺伝子を選別するためのデータベースと解析プログラム 
ガードンやウィルムットは体細胞クローンの初期化に卵子を使い、多田らは ES 細胞と融合させ

てリンパ球を初期化した。これらから山中は初期化の種の秘密は卵子や ES 細胞の中にあると予想

した。 
山中伸弥は一度分化した細胞から４種の遺伝子を使って iPS 細胞を作成したが、遺伝子の選別

の過程で理化学研究所の公開した EST(Expressed Sequence Tag、臓器や細胞ごとに、どの遺伝子

が働いているかを網羅的に調べた遺伝子のカタログ)と NCBI（米国立バイオテクノロジー情報セ

ンター）の公開している検索プログラムが役に立ったと述べている。この方法で数万の遺伝子の中

から 100 個程度に絞り込み、更にノックアウトマウスを利用して初期化を起こす可能性のある 24
個まで絞り込み、最終的に 4 個に到達した。これを山中因子(Yamanaka Factors)「Oct3/4」、「Sox2」、
「Klf4」、「c-Myc」と呼ぶ。 

4 種の遺伝子の役割は次のとおりである。 
Oct3/4：ほかの遺伝子のはたらきを調節する、「転写因子」とよばれるタンパク質の一種。この

遺伝子がないと、ES 細胞の状態は維持されない。 
Sox2：これも転写因子の一種。Oct3/4 と同様、この遺伝子がないと、ES 細胞の状態は維持され

ない。 
Klf4：転写因子の一種だが、くわしいはたらきはよくわかっていない。 
c-Myc：転写因子の一種だが、がんを引きおこす「がん遺伝子」の一種としてよく知られる。初

期化の効率は落ちるが、c-Myc がなくても初期化できることがのちに判明した。 
運び屋レトロウイルスによるがん化の可能性、遺伝子 Glis1 を c-Myc の代わりに使う 
以上のようにどうすれば初期化が起こるかについては示されたが、なぜ起こるのかについては明

らかでない。このような驚くべき発見はまず発見があり、そのメカニズム解明は後になるのが常で
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ある。現在、メカニズム解明に多くの努力が行われており、解明された暁には技術の急速な拡大が

期待される。 

6. クローン技術 
1996 年 7 月 5 日スコットランドのロスリン研究所で、一匹の子羊が誕生。性別はメス、名前は

ドリーと名付けられた(1997.2.22.公表) 。ドリーは世界初の哺乳類の体細胞クローンである。６歳

の雌羊の乳腺細胞から「造られた」ドリーは、 この細胞提供者である羊とほとんど同じ遺伝子を

持っていた。 ドリーは 1998 年 4 月に子羊ボニーを出産し、クローンにも生殖能力があるという

証明された。 ドリーは 2003 年 2 月 14 日、ヒツジ肺腺腫によって６歳で死亡した。 
ドリー以後、哺乳類のクローン実験が相次ぎ、多くのクローン動物が各国で生まれた。 ドリー

はその衝撃的な科学的成功と、早すぎる衰弱と死という負のイメージをあわせ持つことで、 夢と

可能性に満ちた科学技術であることと裏腹に、危険性と倫理的な問題を孕んでいるクローン技術に

とっての象徴的な存在となった。  
クローン羊は次の手順で誕生した。  

①羊(A)の乳腺から乳腺細胞を取り出し、通常の血清濃度の 1/20 で培養する。 
②雌羊(B)の子宮から未受精卵を取り出し、核を除去する。 
③未受精卵に、先ほど処理した乳腺細胞を１つだけ挿入し、電気刺激をかけ細胞融合させる。 
④融合した細胞を代理母の雌羊(C)の子宮に移植する。 
 これは、卵子の細胞内に含まれる何らかの因子が乳腺細胞の核にはたらきかけて固定化を解除（初

期化し）、受精卵がもつ全能性を取り戻したことを意味している。 
ドリーでの成功の後、ウマやウシといった大型哺乳動物のクローンが多く誕生していった。医療

の進歩を約束するが危険も伴うクローン技術が、SF の世界のものではなく、現実となったのであ

る。クローンは既に絶滅の危機に瀕した動物を保護したり、犬や猫などのペットの命を取り戻すた

めの手段となっている。 

7. iPS 細胞研究に対する国の対応 
 医学の目指すゴールの一つは慢性疾患の根治である。幹細胞・再生医学研究は、このゴールを目

指し、これまで進められてきた医療を根本的に変革する可能性があると期待され、文科省を中心に

次のようなプロジェクトが進められている。特に、平成１９年１１月の山中伸弥による iPS 細胞

の樹立という画期的な研究成果を受け、官学民のオールジャパン体制で iPS 細胞技術を中心に苛

烈な国際競争に勝ち抜くため国として特段の研究費を投入し、支援していくこととなっている。 
平成１５年度(2003)：「再生医療の実現化プロジェクト」開始（文科省） 
平成１９年度(2007)：「iPS 細胞研究等の加速に向けた総合戦略」策定（文科省） 
平成２０年度(2008)：「再生医療の実現化プロジェクト（第２期）開始（文科省） 
平成２３年度(2011)：「再生医療の実現化ハイウエイ」開始（文科省、厚労省、経産省） 
平成２４年度(2012)：「疾患特異的 iPS 細胞研究を活用した難病研究」開始（文科省、厚労省） 
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8. iPS 細胞研究のロードマップ 
文部科学省が 2012 年 11 月に提示した案は次のとおりである。 
 

作成する細胞：対象となる病気・症状：臨床研究の開始時期 
・網膜色素上皮細胞：加齢黄斑変性症：1～2 年後（理化学研究所） 
・血小板：血小板減少症：3～4 年後（東大、京大） 
・心筋：心筋梗塞：3～5 年後 
・神経幹細胞：脊椎損傷：5 年以内（慶大、京大） 
・ドーパミン産生神経細胞：パーキンソン病：5～7 年後 
・角膜：やけど：5～7 年後 
・赤血球：患者への輸血：5 年後以降 
・造血幹細胞：白血病：7～10 年後 
・骨・軟骨：骨折、関節症：7 年後以降 
・膵臓細胞：糖尿病：7 年後以降 
・腎臓細胞：腎不全：10 年後以降 

9. 加齢黄斑変性の臨床研究 
2013 年 2 月 28 日:理化学研究所と先端医療振興財団が世界で初

めて iPS 細胞を使った目の難病（加齢黄斑変性）の臨床研究の計画

書を厚労省に提出した。 
厚労省は 3 月 27 日に 18 人の専門家らが参加する『ヒト幹細胞臨

床研究に関する審査委員会』を開催し、理化学研究所、先端医療振

興財団が申請した iPS細胞を使った初の臨床研究計画について審査

を開始した。 
2013 年 6 月 27 日、厚生労働省の「ヒト幹細胞臨床研究に関する

審査委員会」は理化学研究所などが申請していた iPS 細胞で目の難

病「加齢黄斑変性」を治療する臨床研究の実施を条件付きで了承し

た。 
臨床研究では、患者の皮膚から iPS 細胞を作り、シート状に培養

して網膜に貼り付ける方法をとり、既存の薬物治療などでは効果が

ない 6 人の患者が対象となる。 
早ければ来年夏にも、iPS 細胞由来の細胞組織を患者へ移植する

手術が行われる。 

10. 疾患研究と創薬開発への応用 
 医薬品を開発には多額の費用とリスクを伴う。1 品目約１０００億円、成功確率（候補となる物

質が販売に至る確率）と言われる。また、スクリーニングの段階では多くの実験動物が使用される。

iPS 細胞から分化誘導した細胞がスクリーニングに使用できれば創薬開発の期間と費用低減に寄

与できる可能性がある。疾患のメカニズム解析に有効であろう。中外製薬は 2016 年をめどに新薬

候補選別に iPS 細胞を活用するという。製薬業界における iPS 細胞の本格的な活用に弾みが付き
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始めた。 
 井上治久（京大）は筋委縮性側索硬化症(ALS）の治療薬開発へ利用。 
 米ウイスコンシン大のチームは脊髄性筋委縮症(SMA)に対する薬の効き具合を調べてんかん薬

に神経を守る働きがあると報告、リー・リュービン（ハーバード大）らも SMA 患者から iPS 細胞

を作り多くの薬を試している。 
 京大チームは筋ジストロフィーの患者の IPS 細胞を作製した。 
 iPS 細胞を道具として病態解明に取り組む動きが世界的に進んでいる。 
 安田賢二（東京医科歯科大）は ES 細胞や IPS 細胞を薬のスクリーニングに使う方法を開発した 
 CDI（米ウィスコンシン州のバイオテクノロジー会社）は ES 細胞や iPS 細胞から作った心筋を

創薬支援のために販売している（試験管の中の臨床試験） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. 再生医療用 iPS 細胞ストック 
転落や交通事故で脊髄損傷を受けた患者の治療には 2 週間以内に神経細胞を移植する必要があ
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る。しかし、患者自身の iPS 細胞から治療に必要な量の神経細胞を作製には数ヶ月かかり、とて

も間に合わない。このような治療には HLA ホモ接合体の細胞を持つ健康なボランティアの方の血

液や皮膚などから作成した細胞のストックが求められる。iPS 細胞研究所（CiRA）では日本赤十

字社の協力を得て研究所内の細胞調製施設において iPS 細胞を作製し、保存する計画が進められ

ている。即ち予めストックすることにより、品質の良い iPS 細胞を国内外の医療機関や研究機関

に迅速に提供することを目指している。白血球型抗原 HLA(Human Leukocyte Antigen)が完全に

合致する細胞をストックするのは難しいが 75 種類程度のストックがあれば日本人の場合 80％、

150 種類で 90％はカバーできると考えられている。臍帯血の利用については造血幹細胞移植法が

2012.9.成立した。 
 

12. トキの復活は可能か？ 
マンモスなどの先史時代の動物

を復活させる計画も少しずつな

がら研究が進んでいる。日本産

トキについても国立環境研究所

が凍結保存してある細胞を使っ

て復活を計画している。日本産

トキの最後のオスとメスの細胞

から iPS 細胞を作り、中國差ト

キの受精卵に移植し、日本産ト

キと同じ遺伝子の精子や卵子を

持つトキを作る。これらを交尾

させて日本産トキの遺伝子を受

け継ぐ個体を誕生させる構想である。 
 

13. ダイレクトリプログラミング 
ダイレクトリプログラミングとは、ｉＰＳ細胞を介さず

に直接、目的の細胞へ転換する技術である。これまでの

研究成果としては、2010 年１月にスタンフォード大学

Marius Werning らのグループがマウスの皮膚細胞に３

つの遺伝子（Asc1，Brn2，Myt1）を導入すると、皮膚

細胞から直接、神経細胞へ変化することを発見し、全く

異なる系譜へのダイレクトリプログラミングを初めて報

告したことが挙げられる。この方法は iPS 細胞を経由す

る方法より短期間に目的の細胞を作れる利点がある。 

14. 臓器工場 
 谷口英樹（横浜市立大）らが肝臓をまねた立体組織を作ったり 
 宮島篤（東大）らが膵島をまねた立体組織を作るなど立体化の努力が行われているが、政府の総
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合科学技術会議はヒトの臓器を持った動物を作る研究を容認する方向

で大筋で合意した。動物を使った「臓器工場」については安全面や倫理

面の課題も多い。 
 

15. 生命倫理 
2012 年 齊藤通紀（京大）胚性幹細胞（embryonic stem cells: ES 細胞）

や人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cells: iPS 細胞）から試

験管内で始原生殖細胞様細胞を誘導することに成功した。始原生殖細胞

様細胞は、新生仔精巣に移植すると精子に、再構成卵巣を試験管内で作

成し卵巣被膜下に移植すると卵子に分化し、それら精子や卵子は健常な

産仔に貢献した。 
 

16. 知的財産権 
  ヒト iPS 細胞の作製に関わる基本特許を営利目的の企業、しかも海外企業に奪われれば、日

本の企業や研究機関は高い特許使用料を支払う必要が生じる可能性がある。これは、iPS 細胞の実

用化の遅れや、患者の負担増につながりかねない。 
 結果から言うと、京都大と海外企業との間で泥沼の特許紛争に発展する恐れさえあったこの問題

は、既に解決している。 
 バイエル薬品が出願していた特許は、iZumi バイオという米バイオベンチャーを経て、同社と合

併してできた別の米バイオベンチャー、アイピエリアンに権利が移った後、2010 年に英国で成立

した。しかし、2011 年 2 月、アイピエリアンが京都大に特許を無償譲渡し、京都大が同社に特許

使用を許諾する形で事態は決着した。アイピエリアンは、京都大が出願していた特許が 2008 年に

日本国内で先に成立したことなどから、数億円単位の費用がかかる係争を避けたのではないかと推

測される。 
  
次の特定の遺伝子ファミリーについて京大は日米欧で特許を取得しており、有利な状況にあるが 
 ・Oct ファミリー：Oct3/4 
 ・Klf ファミリー：Klf2、Klf4 
 ・Myc ファミリー：c-Myc、N-Myc、L-Myc、T58A（c-Myc の変異遺伝子） 
 ・Sox ファミリー：Sox1、Sox2、Sox3、Sox15、Sox17 

特許法の規定により、これらの方法により製造された細胞にもその権利が及ぶ。特許権利期間は、

いずれも出願日である 2006 年 12 月 6 日から 20 年間。尚、京都大学の iPS 細胞関連特許は、iPS
アカデミアジャパン株式会社が管理し、特許権の実施許諾を行っている。 

iPS 細胞関連特許出願数は今後急速に増大することが推測され、どれだけ優位を維持できるか注

目されている。 

17. iPS 細胞関連注目企業 
・リプロセルは、ヒト iPS 細胞やヒト ES 細胞の技術を基盤とした iPS 細胞事業を行っておりこ

の種の企業の増加が予測される。 
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18. 京都大学 iPS 細胞研究所(CiRA) 
山中伸弥を所長とする京都大学 iPS 細胞研究所では、

世界最高 の iPS 細胞研究拠点として. 研究者と研究支

援スタッフが力を合わせ、1 日も早い臨床 応用を目指

し、研究活動に取り組んでいる。 
1. 世界初の iPS 細胞に特化した先駆的な中核研究

機関としての役割を果たす。 
2. iPS 細胞の可能性を追求し、基礎研究に留まらず

応用研究まで推進することにより、再生医療の実現に貢

献する。 
3. 再生医科学研究所、物質‐細胞統合システム拠点（iCeMS）、医学研究科、医学部附属病院

と密接に連携しながら、共同研究の奨励と若手研究者の交流・育成に努める。 
iPS 細胞の作製効率は 0.2%以下と非常に低いこと、作り方は判っているが理由は判っていない。

そのメカニズムについて積極的な研究が行われており、それが解明されれば利用の広がりは大きく

なることが期待される。 

19.  iPS 開発競争 
6 月 17 日テレビ朝日報道ステーションキャスター古舘伊知郎が山中伸弥にサンフランシスコ（SF）
でインタービューをしていた。SF は山中伸弥が 1993 年グラッドストーン研究所で研究員として

ES 細胞の研究をしていたところであり、1996 年帰国後も同研究所に研究室を持ち、1 ヶ月に 1 週

間程度訪問しているという。その理由として同研究所への恩返し、英語力の維持、米国型研究手法

の学習持続などをあげていた。また、研究所に隣接してベンチャー企業が多数存在し、研究成果を

円滑に事業化できる素地が整っていることも羨ましいと述べている。iPS 細胞研究では国も多額の

研究費を用意し、省庁間の連携もあり、オールジャパン体制でプロジェクトが推進されているがデ

スバレーと言われる難関・障壁を排除するのは日本社会の仕組みとも関係し容易ではない。 

20. 利己的遺伝子 
クリントン・リチャード・ドーキンス（Clinton Richard Dawkins, 1941～ ）は、イギリスの動

物行動学者であり進化生物学者。1976 年『利己的な遺伝子(The Selfish Gene)』を著した。我々は

遺伝子という名の利己的な存在を生き残らせるべく、盲目的にプログラムされたロボットなのだ。

その中で彼は、遺伝子は徹底的に利己的で、自分を繁殖させることが至上の目的であるとした。そ

して、人間を含めたいかなる動物も、遺伝子を残すためのヴィークル（乗り物）に過ぎないと言う。

動物の行動原理を全て「利己的な遺伝子」によって説明しようとするドーキンスの説は、世界中に

センセーションを巻き起こし、賛否両論の議論は今日に至るまで続いている。しかし本当に私たち

は「遺伝子を残すための乗り物」に過ぎないのだろうか。田沼靖一は、その著書『死の起源 遺伝

子からの問いかけ』（朝日選書）の中で、「性と死」すら遺伝子を存続させるための「ストラテジー」

だと主張しながらも、次のように述べている。このことだけ考えると、私たちは DNA を次の世代

に受け渡すだけの存在になってしまう。この悲劇性と無意味性を超える何ものかを、計り得ない「死」

そのものを科学することによって、一度は考えておかなければならないだろう。この 21 世紀には、

私たちはまちがいなく、人間の命運をかけた選択を迫られることになるであろう。そこでは、生き
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る意味、目的を自分なりにももたなければならなくなってくる。現代の医学をはじめとする生命科

学は、クローン動物の誕生、臓器移植、再生医療、人工生命など、科学・技術の急速な進展によっ

て、「死」そのものが「生」の裏側に隠れてしまっており、どのようにして「生きているのか」を

問うているが、なぜ「生きるのか」を問うことを忘れている。ただ生きようとする方向のみの医学、

科学であって、何のために生きるのかを内省していない。人生は、多少の歓喜を除けば、苦しみに

耐え続ける「涙の谷」である。私たちの存在がただ遺伝子の繁殖のためだけにあるのならば、そん

な人生に何の意味があるのだろうか。絶え間なき苦難と闘って、なぜ生きねばならぬのか。真に求

められているのは「この悲劇性と無意味性」を超える、本当の生きる目的なのではないだろうか。 

21. 人類のゆくえ 
ポール・ゴーギャン(1848-1903) は 1897 年、貧困と絶望のなかで、遺書代わりとも言うべき大作

「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」（ボストン美術

館所蔵）を完成させた。人類が神の領域に手を突っ込み始めた現在、人類の最終ゴールは何かをじ

っくり考える必要があろう。 
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