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国立大学法人	 九州大学 

ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター 

	 	 副ｾﾝﾀｰ長/准教授	 五十嵐	 伸吾 
 

 

	 科学技術の進展に伴い大学で行う研究は、より専門性を増すとともに学際的な知識も求

められるところまで至っております。このため、研究自体が非常に複雑でかつ広範囲に渡

るものとなってきたため、研究テーマをいくつかの研究課題に分解し、その一つ一つをプ

ロジェクトとして遂行しつつ、その成果を全体化していくことが必要となってきています。 

このような状況の変化を捉え、若手研究者の研究遂行に対する研究助成、基礎研究から

産業実用化を目指す橋渡しを行う研究に対する研究助成を実施して参りました。加えて、

2008年度からは、研究プロジェクトのマネジメントを実践し、その実践を通して、研究プ

ロジェクトの管理、遂行に関わる様々なスキル習得を学ぶ｢教育｣の方法論として、アカデ

ミック・チャレンジ（AC）と名付けた学生向けの研究助成を開始致しました。少し視点を

変えますと、九州大学の独自性を示す活動として評価されるに至っている「チャレンジ＆

クリエーション(C&C)プロジェクト」のアカデミック(学術)領域への拡張版と位置付けるこ

とも可能と考えております。 

このアカデミック・チャレンジの経験を基礎に、九州大学の若手研究者研究助成や外部

資金の獲得を目指しその結果として一層研究が促進可能となり、そのことが産業実用化に

資する研究成果として多数創出されることを狙いとしております。 

ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（QREC）は、2010年 12月にベ

ンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）より発展的に改組致しましたが、若手研究者

に自ら研究する機会を与えることは、彼らのアントレプレナーシップの涵養に寄与するも

のでもあり、新組織となった QRECの目的にも合致するものです。 

この報告書は、アカデミック・チャレンジを含む QRECが助成している一連の研究プロ

ジェクトの 2014年度成果報告書であります。 

新たな研究に挑戦する気概を有する多くの研究者がこの中から巣立っていくことを心か

ら期待しています。 
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助成金額

1件につき上限50万円

応募方法

審査方法

申請書（下記ホームページからダウンロード）に
記入してWebにてエントリーして下さい。

応募締切

２０１４年５月１9日（月）[厳守]

※九州大学の会計規則に沿って支給されます。
   現金で一括支給するわけではありません。

将来のイノベーションに繋がる萌芽的な研究を促進するために学生が自らの発想で学術研究に向き合い、
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報告書の提出
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未来のイノベーションに繋がるあなたの斬新な発想、意欲的な学術研究を、QRECがサポートします！
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●自らの専攻に関係する学術的な研究。
●修士論文・博士論文等に関係するテーマであっても可。

●九州大学の大学院の在学生で３０歳未満。
●個人による申請とします。
※同一研究室から複数件は採択しません。このため指導教員の承認確認を兼ねて推薦書を提出頂きます。
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当報告書は、アカデミックチャレンジに参画した学生による研究成果報告書です。

九州大学院生を対象に研究助成し、学生がこの一連の実践を通じて

「研究マネジメント」を習得することを狙いとしています。

アカデミックチャレンジは、下図のような段階を想定しています。

（アントレプレナーシップをもってアカデミック系統へ）

研
究
テ

マ

アカデミックチャレンジ（AC）

学内研究等	  
（教育研究プログラム・	  
研究拠点形成プロジェクト

（P&P））	

アカデミックチャレンジ
（AC）	

科研費・	  
外部資金等	
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次世代エレクトロニクスの創製に向けたＩＶ族ヘテロ混晶

トランジスタ材料（ＧｅＳｎ）の高品位低温成長	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

システム情報科学府	 電気電子工学専攻	 知北	 大典	 



 2014    

次世代エレクトロニクスの創製に向けた 

Ⅳ族ヘテロ混晶トランジスタ材料（GeSn）の 

高品位低温成長 

九州大学	 システム情報科学府	 修士２年	 

E-mail: h_chikita@nano.ed.kyushu-u.ac.jp 
	 

 

Sn
GeSn GeSn

 
GeSn  

 
1. 研究背景	 

2.  実験概要と結果	 

2.1	 実験概要	 
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2.2.	 実験結果	 

2.2.1	 初段アニール

2.2.2	 次段アニール	 

Sn/Ge a-GeSn

Quartz

(1) Sn溶融 ? 核の形成

(2)横方向固相成長

Quartz

Quartz

1  
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3.  まとめ	 

4. 謝辞	 
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ー周産期児の成長ホルモンに着目した解析ー	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

薬学府	 創薬科学専攻	 	 服部	 友紀子	 



 アカデミックチャレンジ 2014	 成果報告書   

 

ダイオキシンによる発育障害 

—周産期児の成長ホルモンに着目した解析— 

服部	 友紀子	 

九州大学	 薬学府	 修士課程	 2	 年	 

E-mail: 2ps13019e@s.kyushu-u.ac.jp 
	 

 
要約：低下する成長ホルモン（GH）を胎児に直接補給した結果、出生後早期の低体重・低

体長が正常レベルにまで改善し、成長後の学習記憶能力障害や低コレステロール形質も改

善ないし改善傾向を示した。さらに、成長後の血清メタボローム解析の結果、TCDD 母体

曝露により acetylcarnitineや 1α,25-dihydroxycholecalciferol 等の変動が認められ、胎児期の 

GH 補給により一部が改善することが明らかとなった。以上の成果から、TCDD は胎児期

の GH 低下を起点として、一部の発育障害を惹起することが実証された。 

キーワード：ダイオキシン、胎児成長ホルモン、発育障害 

 
1. 研究の目的	 
妊娠母体のダイオキシン曝露により出

生児に出現する発育障害は、障害発現に

要する用量が小さく、影響が長期にわた

り継続することから問題が大きい。しか

し、ダイオキシンによる発育障害に関す

る既存の研究の殆どは、成熟動物や細胞

での障害の把握に止まっており、発生・

分化・発達期に焦点を当てた研究は多く

なく、未解明な点が多い。私は最近、最

強毒性を有するダイオキシンである

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin（TCDD）

母体曝露により周産期児の脳下垂体にお

いて成長ホルモン（growth hormone; GH）

の発現が顕著に低下することを見い出し

た [1]。GH は児の発育に必須のホルモン

であることから  [2]、TCDD は発達期の 

GH低下を介して、成長抑制や成長後の障

害形質のインプリントをもたらすとの仮

説が考えられる。本研究では、この仮説

を検証し、ダイオキシンによる出生児発

育障害の新規基盤を提唱することを目的

として実験を行った。 

2.	 研究の方法	 

2.1	 周産期特異的な児の  GH 低下の意義	 

妊娠（GD）15 日目の Wistar ラットに 

1 µg/kg TCDD を経口投与したのち、胎児

および新生児より血液を採取した。一部

の実験では、同様に TCDD を処理したの

ち、GD20 早朝に母体を麻酔下開腹し、

胎児背部に直接 GH (5 µg) を注入した

（図 1）。GD20 夕方の胎児より肝臓およ

び血液を採取すると共に、出生児 (生後 2 

日目～21 日目) の体重・体長を測定した。

さらに、成長後の学習記憶能力に対する

影響を検討するため、9～11 週齢の児を
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用いて Y 字迷路および放射状迷路試験

を行った。こののち、児より血液を採取

し、血清中総コレステロール濃度を測定

した。 

2.2	 成長後の障害形質をインプリントす

る因子の探索  

2.1 と同様の処理を行った児の成長後

（13 週齢）に血液を採取した。血清より

メタノールによって極性成分を抽出した

の ち 、 ultra-performance liquid 

chromatography coupled to time-of-flight 

mass spectrometry 装置に付してメタボロ

ーム解析を行った。 

3.	 達成状況	 

2.1	 周産期特異的な児の  GH 低下の意義  

	 TCDD による GH 発現への影響がタ
ンパク質レベルでも認められるか否かを

検証するため、児の血中 GH 濃度を測定
した結果、出生前後において顕著に低下

することが確認された（図 2A）。さらに、
GH の下流で働く成長因子である 
insulin-like growth factor-1（IGF-1）の
血中濃度も同様に低下した（図 2B）。両
ホルモンの減少時期が一致したことから、

TCDD は出生前後の児において GH の
低下を起点として IGF-1 分泌を低下さ
せることが示唆された。 
出生前後に特異的な  GH 低下の意義

を検証するため、TCDD 曝露胎児に直接 

GH を補給しその効果を検討した。まず、

GD20 胎児肝臓の IGF-1 発現に対する効

果を検討した結果、 TCDD 依存的な 

IGF-1 mRNA 発現低下は、GH の補給に

より正常水準まで改善することが確認さ

れた（図 3A）。また、出生児の体重・体

長に対する効果を検討した。その結果、

TCDD 曝露母体より生まれた児では出生

直後より低体重・低体長が観察されたが、

GH を補給した児では生後  2 日目にお

いては完全に回復し、それ以後も改善傾

向を示した（図 3B）。さらに、成長後の

学習記憶能力や脂質代謝を指標とし、胎

児期の GH 補給の効果を検討した。学習

記憶能力を評価するため Y 字迷路およ

び放射状迷路試験を行った結果、胎児期

図 1 GH 低下の意義の検討 

図 2 TCDD が児の血中 GH/IGF-1 濃
度に及ぼす影響（*, p<0.05） 
 

図 3 胎児期の GH 補給による IGF-1 発現低下（A）、低
体重（B）、学習記憶能力低下（C）および低コレステロ
ール血症（D）に対する回復効果（*, p<0.05） 
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の TCDD 曝露により学習記憶能力が有

意に低下したが、胎児への GH 補給によ

り改善傾向を示した（図 3C）。また、妊

娠期の TCDD 曝露により成長後に低コ

レステロール血症が生じたが、GH 補給

により完全に回復した（図 3D）。これら

の成果から、TCDD 依存的な児の GH 低

下とそれに基づく  IGF-1 低下が出生後

早期に出現する低体重・低体長の主たる

要因であることが実証された。さらに胎

児期の  GH 低下は成長後の学習記憶能

力障害や脂質代謝異常に対しても一定の

寄与を有することが明らかとなった。	 

2.2	 成長後の障害形質をインプリントす

る因子の探索  

	 2.1 の成果により、TCDD 曝露による

胎児期の GH 低下は、出生・成長後の児

の発育障害の一部に直結することが明ら

かとなった。しかし、出生前後に一過性

の GH 低下が、成長後に障害形質を固着

させる要因は不明である。そこで、成長

後にまで障害を規定する因子を探索する

ため、TCDD 曝露母体より出生した児の

血清メタボローム解析を行った。主成分

分析の結果、Score plot に示すように、3 

群間でプロットが乖離する傾向が観察さ

れ（図 4A）、胎児期の TCDD および GH 

処理により、成長後にまで顕著なメタボ

ローム変動が継続することが示唆された。

さらに、S-plot において相関係数 0.8 以

上を有意な増加、-0.8 以下を有意な減少

とし（図 4B）、これらのイオンを抽出し

データベース解析に付して変動化合物の

推定を行った。その結果、TCDD および

胎児期の  GH 補給によってステロイド

ホルモンやビタミン、アミノ酸を中心に

多数の化合物の変動が推定された。TCDD 

曝露により神経伝達物質の前駆体である 

acetylcarnitine [3] やカルシウム吸収・沈着

因子である 1α,25-dihydroxycholecalciferol 
[4] の変動が認められ、胎児期の GH 補給

により正常化することが明らかとなった

（図 4C）。従って、TCDD 依存的な胎児

期の GH 低下により、神経成熟や骨格維

持に寄与する物質の変動がインプリント

され、これらが発育障害の一因を担う可

能性が見い出された。 

4.総括および今後の展望	 	 

本研究では、ダイオキシンによる発育

障害の機構解明を目指し、胎児期の GH 

低下という新たな視点のもと実験を行っ

た。その結果、出生児低体重や低体長、

学習記憶能力障害や脂質代謝異常などの

発育障害の一部は、胎児期の GH 発現低

下を起点として出現することを突き止め

ることができた（図 5）。さらに、TCDD は

胎児  GH 低下を介して神経伝達物質や

カルシウム吸収・沈着因子の変動をイン

プリントし、成長後に発育障害を惹起す

る可能性が示唆された。今後は、メタボ

ローム変動が推定された物質の検証を行

い、障害規定に直結する因子をより明確

にすることで、ダイオキシン発育障害に図 4 成長後の児の血清メタボローム解析 
（*, p<0.05）T-GH; TCDD+GH 
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対する対処法の構築に向けた情報を提示

していきたい。近年多くの疫学調査によ

り、妊娠期のダイオキシン曝露が子供の

発育に与える影響の懸念が高まりつつあ

り、ダイオキシン類による出生児発育障

害の機構解明とそれに基づく解決策の構

築は喫緊の課題である。本研究をさらに

発展させ、ダイオキシンによる発育障害

の新規基盤を提起していくことが、その

一助になることを期待する。 
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種子の発芽を制御する要因として，植物ホルモンであるジベレリンおよびアブシシン酸に

加え，近年は活性酸素種が注目されている．本研究では，活性酸素種とジベレリン合成系

の関係に着目し，その間に介在する転写因子 RF2a の機能を明らかにした．HvRF2a は活
性酸素種に発現を調節され，ジベレリン合成系を正に制御することが明らかになった． 
キーワード：発芽，RF2a，活性酸素種 

 
1. 研究の目的	 
種子の発芽は，農業上の重要な問題であ

るとともに，誰もが容易に目にすることが

できるにも関わらず未だ未解明な部分を残

した神秘的な生命現象である．本研究の目

的は，新しい種子発芽制御因子である活性

酸素（Reactive oxygen species; ROS）に着目

し，その制御の詳細を明らかにすることで

ある．また，供試験材料にオオムギを用い

ることで，農業上の問題である穂発芽の抑

制技術へ繋がる知見を得ることを目的とす

る． 
既に，種子発芽を正にコントロールす

る HvKAO1 が活性酸素により制御されて

いることを明らかにしており，さらに

HvKAO1のプロモーターには RSG結合配

列が含まれていた．そこでオオムギの

RSG（RF2a）に着目し，活性酸素による

発現誘導や発芽への影響を調査すること

で，活性酸素を介した種子発芽制御機構

における RF2a の役割について明らかに

する．	 

2. 研究の材料および方法	 
供試材料にはオオムギ（ Hordeum 

vulgare L. cv Himalaya）を用いた．栽培は，

2008-2009年，九州大学箱崎キャンパス貝

塚圃場で行い，収穫後の種子は 4℃に保存

した．	 

3. 結果及び考察	 
3.1  HvRF2a遺伝子発現解析	 

	 HvKAO1 の発現解析の際と同様に，

Distilled Water（C）,3mM DTT（D），3mM 

DTT + 100mM H2O2（DH），の 3処理区を

設け，処理後 48時間後の胚を摘出し解析

に用いた．リアルタイム PCR の結果，C

区に比べ D 区は有意に発現が低下し，ま

たその低下は DH 区で回復した（図 1）.

これは種子内の ROS含量に伴い，遺伝子

発現量が制御されており，HvKAO1 と類

似した挙動を示すことが分かった．	 
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図 1	 DTTおよび H2O2処理による	 

HvRF2a遺伝子発現への影響	 

	 

3.2	 HvRF2aの細胞内局在解析	 

	 パーティクルガン（BIO-RAD 製，

PDS-1000／He）を用いて，タマネギの表

皮細胞に対し，金粒子にコーティングし

た pCaMV35S::GFP-HvRF2a遺伝子を撃ち

込んで一過的に発現させ細胞内局在を解

析した．結果，RF2aは核と細胞質に局在

していることが明らかになった（図 2）．

このことから RF2a は転写因子として機

能していることが示唆された． 

 
図 2	 タマネギ表皮における 

HvRF2a細胞内局在解析 

 
3.3  RF2aと HvKAO1プロモーターの結

合	 

pGEX システムにより精製された

HvRF2a と HvKAO1 のプロモーター領域

（rbe-like配列を含む）をプローブとして，

DIG Gel Shift Kit, 2nd Generation （Roche

社）を用いて、ゲルシフトアッセイを行

った．結果，rbe-like配列を含む HvKAO1

プロモーター領域は，精製タンパク RF2a

と結合することが明らかになった（図 3）．
このことから，RF2aは HvKAO1プロモー

ターに直接結合でき，その転写を制御す

る可能性が示唆された． 

	 

図 3	 HvRF2aとHvKAO1プロモーター領域の

結合	 

	 

3.4	 HvRF2aの発現による発芽への影

響	 

	 開花後 16 日の未熟胚に，パーティクル

ガンを用いて，pZmUbq::HvRF2a遺伝子を

撃ち込んで一過的に過剰発現させ，種子

発芽へ及ぼす影響を確認した．結果，

HvRF2aの過剰発現が種子発芽を促進さ

せた（図 4）．  
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図 4	 HvRF2a過剰発現が種子発芽へ及ぼ

す影響 
 
	 以上の結果から，転写因子 RF2aは ROS

シグナルに応答し，GA合成酵素の一つで

ある HvKAO1の発現を調節することで，

オオムギ種子の発芽を制御することが示

唆された． 

4. 今後の展望	 
RF2aのノックダウン体を作出すること

で，種子発芽を含め植物体の形質に及ぼ

す影響を確認し，RF2aの機能をさらに解

析する．また，RF2aのプロモーター領域

を解析することで，ROS シグナル経路の

さらなる上流へ調査の範囲を拡げていく．	 
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2. 研究目的	 

3. 達成計画	 
3
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3 

4. 研究達成状況	 
4.1	 高効率スピン注入可能な各種強磁

性体の物性評価及び、スピンダイナミク

スの制御の実現	 
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CoFeAl

CoFeAl 

10 GHz

4.2	 強磁性体中でのスピンダイナミク

スと熱との相関関係等の解明。	 
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4.3	 FMR	 ヒーティングを駆動力とした

熱スピン注入の評価とその応用。	 
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