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研究成果の概要（和文）：大脳新皮質の層構造は、下層から順次形成された６層構造がシート状に折り畳まれて、頭蓋
、硬膜の中に収容されている。大脳新皮質における神経細胞は複雑に結合しながら、領野と呼ばれる機能単位を形成す
る。この層と領野の形成と機能を知る事が大脳新皮質の原理的理解に必須であると考えられる。本領域は、平成２２年
に発足し、平成２７年３月まで、９件の計画研究と４８件（延べ）の公募研究を行い、神経細胞の多様性形成機構と構
築機構の解明を目指して研究を行ってきた。本領域は、大脳新皮質に中心的焦点を当てた大型グループ研究として国際
的にも独自のものであり、大脳新皮質形成の時系列制御機構を始点とする幾多の成果をあげた。

研究成果の概要（英文）：The neocortex is formed as the six layers that are sequentially generated in the 
order so that newly synthesized layer neurons get over the older layer cells (in-side-out fashion). The 
neocortical cells also are formed as so called "areas" that are divided into some of 50 different parts 
of the neocortex. Each area is defined as a functional unit which is originally distinguished by 
cytoarchetechnotic differences. It is thought that understanding the formation of the layers and areas 
can contribute to understanding the basic principle underlying the function of the neocortex. We 
therefore organized a group grant that is specifically focused on the formation and the functional 
organization of the neocortex. This group started in 2010 for five years and achieved a significant 
contribution to the field not only in Japan but also internationally.
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１．研究開始当初の背景 
 大脳新皮質は、哺乳類にのみ観察され、全ての
哺乳類で６層を有する構造体である。大脳皮質は、
哺乳類以外の脊椎動物では、他の脳部位（中脳、
小脳、脳幹、線条体等々）の補助的な役割を果す
に過ぎないが、哺乳類では、下位中枢神経系から
の情報を統合した上で、指令信号を出力する文字
通り脳機能の中枢指令塔としての役割を果し、ヒ
トにおいては、150 億以上の神経細胞とその 10
倍以上のグリア細胞からなる複雑な神経ネットワ
ークを形成する。 
 大脳新皮質の層構造は、発生に伴って、下層か
ら順次形成され、新たにできた細胞が前にできた
細胞を乗り越えて、新たな層を作る事によって形
成され、シート状に折り畳まれて頭蓋の中に収容
されている。大脳新皮質の神経結合は、複雑であ
るが、ランダムに繋がっている訳ではなく、領野
と呼ばれる機能的単位に統合されている。この層
と領野の形成と機能を知る事が大脳新皮質の原理
的理解に必須であると考えられる。 
 本領域は、神経細胞の多様性形成機構の解明か
ら大脳新皮質構築の基本的原理を明からにするこ
とをめざして、平成22年に発足し、平成27年３
月まで、９件の計画研究と48件（延べ）の公募研
究を行い、神経細胞の多様性形成と大脳新皮質形
成の機構を分子細胞レベルから解明することを目
指して研究を行った。 
 
２．研究の目的 
 大脳新皮質は、哺乳類に於いて始めて出現し、
ヒトにおいて最も高度に発達した組織であるが、
領野と呼ばれる機能的単位から構成されている。
領域代表者は、霊長類の領野間で顕著な発現の差
のある遺伝子を探索し、連合野特異的・視覚野特
異的な２群に分かれることを明らかにしてきた。
大脳皮質構築の最終産物である領野の形成機構を
知る為には、神経幹細胞による多様な神経細胞を
生み出す機構から出発することが重要である。神
経細胞の多様性は、遺伝的にプログラムされた細
胞系譜と外界からの環境入力の２つによって決ま
ると考えられる。この事は、英国の諺では、
「Nature or Nurture」と表現されるが、哺乳類の
脳神経系では、神経細胞の系譜の決定過程自体が、
外界からの入力によって、影響を受けるので、よ
り精密な研究パラダイムの構築が必要であると考
えた。そこで、本提案では、研究の焦点を発生の
時間軸に沿った３段階に分け、各段階で見られる
多様性形成機構を解明し、それを踏まえた共同研
究により、広い分野の研究者が参加した大脳新皮
質構築機構を解明できる研究領域を提案した。 
 
３．研究の方法 
 大脳新皮質は、神経管の形成から始まると行っ
ても良いが、こうした観点から見ると、神経細胞
の多様性が生じる第一の段階は、脳室帯細胞が分
裂を繰り返し、多数の神経細胞を生じる段階で起
こる。そこで、本研究領域では、これらの過程を
「神経細胞の多様性を生み出す神経幹細胞メカニ
ズム」と捉え、その機構を解明することを目指し

た。大脳新皮質形成の第二段階は、視床等、脳の
各部位から大脳新皮質へ投射による外来シグナル
と既にある程度ポテンシャルの決定した神経細胞
との相互作用によって起こる「多様な神経細胞の
出現と神経回路形成」である。大脳皮質の神経細
胞分化は、ある段階までは、視床からの投射とは、
独立に進行するが、大脳皮質と他の脳領域が相互
に結合した段階で神経細胞の多様性決定の方向が
再調整される。大脳新皮質形成の第３の段階は、
分裂を停止し、成熟しつつある神経細胞における
環境入力に応じた神経コード（神経細胞の結合と
活動による情報の表現）の変化である。その結果
生ずる形態・機能の異なった多様な神経細胞は、
層・コラム・領野など、多様な階層性を持つ構造
へと組織化されて、高度な情報処理を可能とする
場が形成される。これらの三段階の多様性形成機
構解明をめざして、次の３研究項目を設置した。 
（A01 研究項目）幹細胞からの多様な神経細胞産

生 
（A02 研究項目）細胞多様性と神経回路 
 (A03 研究項目) 神経細胞多様性と神経コード 
 これらの研究項目を遂行するため、各項目３名
の計画班員と平成23-24年度、平成25-26年度の
２期に亘って、延べ４８件の公募研究を採択して、
研究を行った。 
 
４．研究成果 
 各研究項目による主な成果は以下の通りである。 
A01項目 

 神経細胞が経時的変化により多様な細胞を産生
し、大脳新皮質の多様性形成に関与する機構解明
を目指して、以下の成果をあげた。 
 影山は、神経幹細胞の調節転写因子Hes-1 の２
時間周期の振動を観察し、これとプロニューラル
遺伝子の共役的振動により、幹細胞の時系列が決
定される可能性を示唆し、ヒストンメチル化酵素
ESETが発現すると神経細胞産生が起こり、発現低
下によって、アストロサイト産生に移行すること
を示した。後藤は、クロマチン凝集状態に関わる
転写因子 HMGA をグリア分化期に過剰発現すると
神経細胞分化能を再獲得させる能力がある事を示
したのに続き、Scratch による神経細胞移動の開
始制御や成熟個体の神経幹細胞が分裂速度の遅い
体制幹細胞由来である事を示した。島崎は、グリ
ア産生移行に重要な役割を担うCoup-TFI/II の下
流で複数のmiRNA-17/106がP38を制御することに



 

 

より神経・グリア遷移を制御していることを示し、
後藤の発見と合わせて、神経細胞産生期とグリア
産生期に於ける神経幹細胞の分子基盤の解明が進
展した。 
A02項目 
 層特異的神経細胞の多様性形成機構と神経投射
の関連を明らかにすることを目的として、以下の
ことを明らかにした。 
 大隅は、層特異的神経細胞の分化に関して、Pax6, 
Dmrta1 等の転写制御因子ネットワークや Cyclin 
D2の細胞内局在、ヒストンのアセチル化、糖蛋白
質の制御等の多様かつ精緻な分子機構が働くこと
により、層特異的神経細胞の産生や配置の厳密な
制御を明らかにした。桝は、脱硫酸化酵素
Sulf1/Sulf2 による軸索ガイド分子の局在制御が
神経軸索投射を制御していることを明らかにした。
野田は、プロテアーゼ活性を抑制的に制御するこ
とにより、Notch シグナルを制御する主要抑制因
子 RECK の脳虚血後の組織障害と機能回復促進等
に関与することを明らかにした。A03項目 
 大脳新皮質が多様な階層性を持つ組織へと構築
され、高度な情報処理が可能となる分子機構を明
らかにする為、三品は、精神遅滞や自閉症の原因
遺伝子IL1RAPL1 を調べ、PTPδとシナプス間の接
着分子作用による、大脳皮質神経細胞のシナプス
形成制御機構を明らかにし、小脳におけるCBl１・
Neurexin・GluRδ2 によるシナプス形成機構解明
と合わせ、小脳と大脳という脳の二大領域に於け
rシナプス形成の分子機構の違いを明らかにした。
山森は、大脳皮質が発達している霊長類で、視覚
野と連合野において、それぞれ、顕著に発現する
遺伝子群を見出した。視覚野特異的発現遺伝子の
機能は、昼と夜で 107 以上も違う光量に対して視
覚の恒常性を維持することにあると考えられ、そ
の為、活動依存的な遺伝子発現制御様式が進化し
たと考えられる。その機構解明の為、マーモセッ
トをモデル系として用い、一次視覚野の活動依存
的遺伝子群の解析を行い眼優位性カラムの確証を
得た。また、連合野特異的発現遺伝子と視覚野特
異的発現遺伝子のプロモーター領域のメチル化が
前者では高く、後者では低いこと、更に、メチル
化結合蛋白質 MBD4 が前者の発現を制御している
ことを明らかにした。線虫では全ての神経細胞の
系譜と基本的な神経回路が同定され、細胞系譜に
より厳密に運命決定されている分裂停止後のこれ
らの神経細胞においても、シナプス伝達の制御に
よって、その神経コードが変化することが最近判
ってきた。これは、多様性の究極の様式の一つで
あると考えられる。線虫をモデルシステムとして、
神経コード決定の分子機構を明らかにするため、
森は、線虫の走温性の分子メカニズムを解析し、
異なる感覚神経から同一の介在神経(AIY)の多様
な神経伝達様式をイメージングと光操作法を駆使
して明らかにした。 
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