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健康長寿社会
基礎研究がささえる

-認知症研究の知のフロンティア-

世界的に喫緊の課題とされる認知症への対策。対症療法による治療では限界が訪れつつある現在、

病態のメカニズムを解明し、進行を抑える根本治療薬の開発が求められています。同志社大学では

2018年に神経変性疾患研究センターを設立、認知症の基礎から応用に向けた研究を展開していま

す。本座談会では神経変性疾患研究センターの研究者4名を招き、アルツハイマー病を中心とした神

経変性疾患の現状や研究の最新動向について幅広く語っていただきました。
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図 1 認知症発症例の病型別内訳 図2 現在認識されているアルツハイマー病の病理進行

出典：厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業
　　 「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」
　　 平成23年度～平成24年度　総合研究報告書より作成

アルツハイマー病発症機序として支
持されているモデル。脳内における
アミロイドβペプチドの蓄積が引き
金となって、タウタンパク質が凝集
する神経原線維変化の形成（タウ
の異常リン酸化）、神経機能障害お
よび神経細胞死に至るとされる。

アミロイドカスケード仮説

KEYWORD

老人斑の形成

神経機能障害および神経細胞死

タウの凝集
（神経原線維変化の形成）

アミロイドβ凝集

アルツハイマー病発症

MCI：軽度認知障害

老人斑の蓄積 神経原線維
変化の形成

認知症

MCI

臨床症状
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図 1
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図 2

アルツハイマー病発症のメカ
ニズムについて、現在はどの
ようなことが分かっているの
でしょうか。
舟本：アルツハイマー病の発
症機序のモデル仮説として有
名なものに、アミロイドカス
ケード仮説というものがあり
ます。これは、細胞外でアミロ
イドβが時間をかけて凝集蓄
積した後、数年後に神経細胞
の軸索に局在する微小管結
合タンパク質である「タウ」の
凝集が起こって神経機能障
害や神経細胞死に至る、とす
る説です　　。また、アルツ

一つの理由として、アルツハ
イマー病以外の認知症が
減っていることも挙げられま
す。以前は脳血管障害から
認知症につながるものもあ
りましたが、そちらについて
は投薬でコントロールがで
きるようになっています。脳
血管障害由来の認知症が減
少することで、相対的にアル
ツハイマー病の比率が高まっ
ています。
大井：神経変性疾患研究セン
ターでは様々な認知症、神経
変性疾患の基本的なメカニ
ズムを研究されていますが、

ことを期待しています。
大井：認知症は今日の高齢化
社会において大きな問題と
なっています。基本的な話と
なりますが、認知症というも
のはどういうものか、そしてど
のような研究が進んでいるの
かをご説明いただけますか。
貫名：認知症の症状は、脳の
全般的な知的機能障害とさ
れています。基本的には物忘
れを中心とした機能障害が
進行していきます。認知症の
中でも代表的なものが、アル
ツハイマー病です。今日の社
会は長寿化・高齢化が進展し
ており、これは「認知症にな
る」機会が増えていると解釈
することもできます。認知症の
なかでもアルツハイマー病が
増えている、というのが近年
の現状です。
大井：認知症に占めるアルツ
ハイマー病の割合はどれくら
いなのでしょうか。
貫名：以前は5割程度と言わ
れていましたが、現在は6割を
超えると言われています　　。
理由の一つは先ほどもお話
ししましたが、長寿化が進展
したことによるものです。もう

大井：本日の座談会は、神経
変性疾患研究センターの取り
組みを含めた認知症研究の
現状についてお話をいただ
ければと思います。まずはじめ
に、神経変性疾患研究セン
ター設立の経緯についてお聞
かせいただけますでしょうか。
宮坂：神経変性疾患研究セン
ターの設立以前より、同志社
大学にはアルツハイマー病
やその他の神経変性疾患を
研究している研究者が多く在
籍していました。それまでも研
究者の間で共同研究は行わ
れていましたが、より大きな潮
流として技術的な連携を図っ
ていきたいという思いがあ
り、同志社大学での認知症研
究の基盤となるように、この
センターを立ち上げました。
メンバーの中心は脳科学研
究科と生命医科学部の先生
方です。これからは他分野も
含めて様々な形で増えていく

失敗しています。現在もいくつ
かの臨床試験が行われていま
すが、まだ有効性の認められ
た候補が見つかっていないと
いうのが実情です（注1）。近年
では、製薬会社を見てもアミ
ロイドβよりもタウに関心を示
している会社が多いですね。
宮坂：薬を作るためには、病理
メカニズムを解明したうえで
原因となるところを抑えにか
かるのが王道です。現在のと
ころ、アルツハイマー病は「何
を抑えたら発症しなくなる
か」、確実と言えるものはあり
ません。ただ、遺伝学や病理
学などで得られた情報から考
えると、確かにアミロイドβが
起点になっているだろうし、タ
ウの異常が発症のきっかけな
のだろうという考えは間違っ

れるタウが、正常なタウとは
どのように異なるかを研究し
ています。舟本先生や宮坂先
生とは違い、病気そのものか
らは少し離れた視点、神経基
礎科学の立場で研究に携わっ
ています。

大井：創薬の面では、アルツ
ハイマー病の研究はどの程度
進んでいるのでしょうか。
舟本：当初はアミロイドβを標
的とした研究が進んでいまし
たが、近年はそれらが続々と

ますが、タウの凝集は症状の
進行にともなって生じます。ア
ミロイドβはアルツハイマー
病の起点なのかもしれません
が、発症に至る際にはタウの
異常がきっかけになるのだろ
うと、かなり広く認知されてい
ます。私はその流れの中で、ま
ず正常なタウにどのような異
常が発生すると神経細胞の
機能低下や死滅につながる
のかという研究に取り組んで
います。
御園生：私は宮坂先生とは逆
向きのアプローチで、アルツ
ハイマー病患者の脳に見ら

ハイマー病に罹りやすい家
系というものが存在し、遺伝
学の観点からはアミロイド
βと認知症の発症には強い
関連があることも分かって
います。
大井：タウに関してはいかが
でしょうか。
宮坂：アミロイドβと同様に、
2000年頃にはタウ遺伝子変
異を起因とする認知症が見
つかっていました。それ以来、
タウの研究は世界的な広が
りを見せました。アミロイドβ
はアルツハイマー病を呈さな
い高齢者の脳内にも見られ

ておいて治るものでもないの
で、病理のメカニズムを正しく
理解して、論理的に適切なタイ
ミングでするべきことを明ら
かにしなければなりません。タ
ウが合成されるのは幼若期が
多く、成長するほどに作られる
量は減っていきます。ですが
成長したマウスの脳内で強制
的にタウを作らせると、本来
軸索に局在するはずのタウが
細胞体や樹状突起へと「異常
局在」することが分かりました
　　。つまり、本来は歳をとると
作られなくなるはずのタウが、
何らかの原因で作られると異

て神経障害につながる異常
性をあぶり出していくことが
必要です。今回の研究では、
その最初のステップに切り込
んでいけるような結果を得ら
れました　　　　　。
大井：正常なタウがどのような
ものかが、今回の研究で分かっ
てきたということですね。
御園生：アミロイドβでもそう
ですが、病気の原因だと考え
られた瞬間に「異常とは何か」
については研究が進んでいき
ます。神経細胞は他の臓器と
は異なり再生しないため、一
旦死んだら終わりです。放置し

大井：それでは、神経変性疾
患研究センター・タウグルー
プの、宮坂先生と御園生先生
が行った研究についてお聞か
せいただけますでしょうか。
宮坂：アルツハイマー病発症
の原因と考えられているタウ
ですが、実は私たちの体の中
に生まれた時から存在してい
ます。病気の時だけ発生した
り、外部から入ってきたりする
ものではなく、ずっと脳の中
に存在しているのです。数十
年の間、脳で正常に働いてい
たタウが、ある時毒性を獲得
して自身の神経細胞を殺しだ
す。これがどのようなことを示
しているかというと、タウには
正常と異常の二つの状態が
あるということです。今まで異
常なタウについてはたくさん
研究されてきましたが、正常
なタウがどのように振舞って
いるのかは意外なほど分かっ
ていませんでした。一見遠回
りに見えますが、まずは正常
なタウがどのようなものかを
明らかにして、それから改め

ていないはずです。基礎研究
で「なぜ神経細胞の機能が失
われ死んでいくか」を明らか
にできれば、より確実で有効
な創薬を実現できます。です
が、多くの患者さんが目の前
にいる状態では、アルツハイ
マー病のメカニズムが完全に
解明されるまで創薬を待って
いられないというのも事実で
す。世界中の研究がアミロイド
βを標的にした戦略は間違っ
ていなかったと思います。
御園生：一方で、タウを原因と
する疾患がプリオンではない
かという仮説も唱えられてい
ますね。
貫名：細胞間で異常タンパク
が伝播しているのでは、という
考え方です　　。伝播してい
るのであれば、その過程で原
因となる物質が細胞の外に出
てくるはずで、それを抗体で除
去するのが有効ではないかと
考えられています。アルツハイ
マー病に限らず、他の病気で
も抗体療法は現在のトレンド
になっています。

簡単・安価に行えるように、
血漿をサンプルとしてアミロイ
ドβの凝集を検出できるよう
なバイオマーカーの開発を目
指しています。
宮坂：アルツハイマー病や認
知症に限らず様々な分野に応
用できる技術を持っているの
で、論文発表を通じて広く知っ
ていただいて活用してもらえ
ると、我々の研究価値も高まっ
ていくはずです。

大井：今後の抱負や、この分
野を志す学生に向けてのメッ
セージをお願いします。
御園生：先ほど神経回路の観
察ツールでお話ししたように、
アルツハイマー病の病理解明を
目指しつつも、広く生命科学の
発展に役立つような研究に取
り組んでいければと思います。
宮坂：大学として神経変性疾患
やタウの研究をここまで大掛か
りに取り組んでいるのは同志社
大学だけという自負があります。

いアルブミンと交換するという
ものです。脳の病気だから脳
に薬をと思いがちですが、解
決の道はそれだけではないか
もしれません。
大井：これまでの研究結果が
新たな技術開発につながる可
能性はあるのでしょうか。
御園生：現在、日本と米国で
は、国を挙げて脳神経回路の
全容解明に取り組んでいます
が、それには神経回路がどの
ように軸索を伸ばしてつなげ
ているかも明らかにしなけれ
ばなりません。脳の神経は非
常に細かく観察するのが難し
いのですが、タウの研究から
派生して、それらを詳細に観
察できる分子ツールを開発中
です。実現すれば、神経科学
全体の発展が期待できます。
舟本：アミロイドβの研究に関
しては、これを取り除く薬の開
発から、アルツハイマー病の
早期発見のためのバイオマー
カー開発へと研究内容をシフ
トしています。これについては
神経変性疾患研究センターで
は角田先生（生命医科学部 助
教）を中心に進めております。
タウの凝集よりもアミロイド
βの凝集が先に起こることは
事実なので、例えば病院でも

方法が試されています。私の
研究ではありませんが、亡く
なった透析患者さんの脳を調
べたところ、アミロイドβが
減っているという結果が得ら
れました。人工透析で扱われ
るチューブがアミロイドβを吸
着していたのです。他にもスペ
インの血液製剤の会社が行っ
ている血漿交換の臨床試験
研究で、アルツハイマー病患
者の認知機能の低下が60％
緩和されたという発表がされ
ています。血漿中のアルブミン
というタンパク質がアミロイド
βと結合していて、それを新し

常の引き金になるのではない
かということです　　　　　。
成長後に余計なタウが作られ
ないようにするためには、な
ぜ余計なタウが作られてしま
うのかを明らかにして、そこを
抑える薬を作ればよい、という
ことになります。疾患に向かう
メカニズムが分かれば、止め
るべきターゲットも見えてくる
のではないかというのが我々
の考えです。
大井：アミロイドβについては、
研究の動向はいかがでしょうか。
舟本：現在は、創薬以外の方
法でアミロイドβを除去する

認知症の本質を明らかにし、
新たな解析技術の構築や根本治療薬の開発を目指す。

タウタンパク質の
詳細な局在の状況を
明らかにした基礎研究。

長寿化が進んだ現代は、
「認知症になる」機会が
多い時代とも言える。

ですので、まずはこの分野の
トップランナーとして研究をリー
ドしていきたいです。また、医療
技術や薬は製薬会社という窓
口を通さないと患者さんには届
けられません。そのため製薬会
社にどれだけ技術や研究結果
をアピールできるかが重要で
す。現在、アミロイドβを標的に
した創薬の失敗が続いているこ
ともあり（注１）、医薬品の開発リ
スクからアルツハイマー病の創
薬に対しては製薬会社が及び
腰になっています。製薬会社を
後押しできるような結果を私た
ちが見つけ、世の中に発信して
いかなければと思っています。
貫名：病気の研究は大変です
が、一方で人体の機能そのも
のについても研究を通して理

解できます。今は人間の認知
機能と遺伝子の関わりも分か
るような面白い時代なので、
若い人にはそのような部分に
も興味を持ってもらえばと思
います。純粋な医療現場では
病気になった人を治すことに
集中せざるを得ず、機能を調
べる余裕はあまりないので。
宮坂：基礎研究と臨床現場での
研究、双方を見ることができる立
ち位置が取れるのは大事ですね。
舟本：我々が関わっているのは
治療や薬、基礎研究ですが、認
知症全体の課題解決を考える
とそれだけでは不十分だと思っ
ています。例えば、認知症につ
いて考えるうえでは患者さんや
その家族のケアも大切です。同
志社大学は社会科学の領域も

持つ総合大学なので、他の学
部とも関わって神経変性疾患
に向き合っていきたいですね。
宮坂：薬を作るには研究者だ
けでなく様々な立場の人との
協業が必要です。医学・薬学分
野の基礎研究から治験、安全
性に関するリサーチなど、多く
の方が関わってようやく薬が
完成します。そういう意味では、
同志社から出ていく学生には
活躍できる場所が無数にある

と思っています。また、私たち自
身は治験や製薬・販売自体を
できるわけではないので、それ
らを担う企業が、ここは大事だ
なと思い、開発に投資してもら
えるような創薬ターゲットを明
らかにすることが課題となりま
す。より正確にアルツハイマー
病の病態や原因を研究で提示
していく。それが神経変性疾患
研究センターのミッションなの
ではないかと思います。
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図 3 脳内で伝播している可能性が提唱される蓄積タンパク質 図 4 タウタンパク質の細胞体や樹状突起での異常局在の様子

アルツハイマー型認知症では
「アミロイドβ」や「タウ」、レビー
小体型認知症では「αシヌクレイ
ン」、前頭側頭葉変性症では
「TDP-43」というタンパク質が異
常型をとり蓄積される。この蓄積
の過程について、異常型タンパ
ク質が脳内の細胞間を移動し伝
播することで神経変性が進行す
るという仮説が注目されている。

出典：Jucker and Walker (2013) Nature vol.501, P.45-51 より作成
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アルツハイマー病発症のメカ
ニズムについて、現在はどの
ようなことが分かっているの
でしょうか。
舟本：アルツハイマー病の発
症機序のモデル仮説として有
名なものに、アミロイドカス
ケード仮説というものがあり
ます。これは、細胞外でアミロ
イドβが時間をかけて凝集蓄
積した後、数年後に神経細胞
の軸索に局在する微小管結
合タンパク質である「タウ」の
凝集が起こって神経機能障
害や神経細胞死に至る、とす
る説です　　。また、アルツ

一つの理由として、アルツハ
イマー病以外の認知症が
減っていることも挙げられま
す。以前は脳血管障害から
認知症につながるものもあ
りましたが、そちらについて
は投薬でコントロールがで
きるようになっています。脳
血管障害由来の認知症が減
少することで、相対的にアル
ツハイマー病の比率が高まっ
ています。
大井：神経変性疾患研究セン
ターでは様々な認知症、神経
変性疾患の基本的なメカニ
ズムを研究されていますが、

ことを期待しています。
大井：認知症は今日の高齢化
社会において大きな問題と
なっています。基本的な話と
なりますが、認知症というも
のはどういうものか、そしてど
のような研究が進んでいるの
かをご説明いただけますか。
貫名：認知症の症状は、脳の
全般的な知的機能障害とさ
れています。基本的には物忘
れを中心とした機能障害が
進行していきます。認知症の
中でも代表的なものが、アル
ツハイマー病です。今日の社
会は長寿化・高齢化が進展し
ており、これは「認知症にな
る」機会が増えていると解釈
することもできます。認知症の
なかでもアルツハイマー病が
増えている、というのが近年
の現状です。
大井：認知症に占めるアルツ
ハイマー病の割合はどれくら
いなのでしょうか。
貫名：以前は5割程度と言わ
れていましたが、現在は6割を
超えると言われています　　。
理由の一つは先ほどもお話
ししましたが、長寿化が進展
したことによるものです。もう

大井：本日の座談会は、神経
変性疾患研究センターの取り
組みを含めた認知症研究の
現状についてお話をいただ
ければと思います。まずはじめ
に、神経変性疾患研究セン
ター設立の経緯についてお聞
かせいただけますでしょうか。
宮坂：神経変性疾患研究セン
ターの設立以前より、同志社
大学にはアルツハイマー病
やその他の神経変性疾患を
研究している研究者が多く在
籍していました。それまでも研
究者の間で共同研究は行わ
れていましたが、より大きな潮
流として技術的な連携を図っ
ていきたいという思いがあ
り、同志社大学での認知症研
究の基盤となるように、この
センターを立ち上げました。
メンバーの中心は脳科学研
究科と生命医科学部の先生
方です。これからは他分野も
含めて様々な形で増えていく

失敗しています。現在もいくつ
かの臨床試験が行われていま
すが、まだ有効性の認められ
た候補が見つかっていないと
いうのが実情です（注1）。近年
では、製薬会社を見てもアミ
ロイドβよりもタウに関心を示
している会社が多いですね。
宮坂：薬を作るためには、病理
メカニズムを解明したうえで
原因となるところを抑えにか
かるのが王道です。現在のと
ころ、アルツハイマー病は「何
を抑えたら発症しなくなる
か」、確実と言えるものはあり
ません。ただ、遺伝学や病理
学などで得られた情報から考
えると、確かにアミロイドβが
起点になっているだろうし、タ
ウの異常が発症のきっかけな
のだろうという考えは間違っ

れるタウが、正常なタウとは
どのように異なるかを研究し
ています。舟本先生や宮坂先
生とは違い、病気そのものか
らは少し離れた視点、神経基
礎科学の立場で研究に携わっ
ています。

大井：創薬の面では、アルツ
ハイマー病の研究はどの程度
進んでいるのでしょうか。
舟本：当初はアミロイドβを標
的とした研究が進んでいまし
たが、近年はそれらが続々と

ますが、タウの凝集は症状の
進行にともなって生じます。ア
ミロイドβはアルツハイマー
病の起点なのかもしれません
が、発症に至る際にはタウの
異常がきっかけになるのだろ
うと、かなり広く認知されてい
ます。私はその流れの中で、ま
ず正常なタウにどのような異
常が発生すると神経細胞の
機能低下や死滅につながる
のかという研究に取り組んで
います。
御園生：私は宮坂先生とは逆
向きのアプローチで、アルツ
ハイマー病患者の脳に見ら

ハイマー病に罹りやすい家
系というものが存在し、遺伝
学の観点からはアミロイド
βと認知症の発症には強い
関連があることも分かって
います。
大井：タウに関してはいかが
でしょうか。
宮坂：アミロイドβと同様に、
2000年頃にはタウ遺伝子変
異を起因とする認知症が見
つかっていました。それ以来、
タウの研究は世界的な広が
りを見せました。アミロイドβ
はアルツハイマー病を呈さな
い高齢者の脳内にも見られ

ておいて治るものでもないの
で、病理のメカニズムを正しく
理解して、論理的に適切なタイ
ミングでするべきことを明ら
かにしなければなりません。タ
ウが合成されるのは幼若期が
多く、成長するほどに作られる
量は減っていきます。ですが
成長したマウスの脳内で強制
的にタウを作らせると、本来
軸索に局在するはずのタウが
細胞体や樹状突起へと「異常
局在」することが分かりました
　　。つまり、本来は歳をとると
作られなくなるはずのタウが、
何らかの原因で作られると異

て神経障害につながる異常
性をあぶり出していくことが
必要です。今回の研究では、
その最初のステップに切り込
んでいけるような結果を得ら
れました　　　　　。
大井：正常なタウがどのような
ものかが、今回の研究で分かっ
てきたということですね。
御園生：アミロイドβでもそう
ですが、病気の原因だと考え
られた瞬間に「異常とは何か」
については研究が進んでいき
ます。神経細胞は他の臓器と
は異なり再生しないため、一
旦死んだら終わりです。放置し

大井：それでは、神経変性疾
患研究センター・タウグルー
プの、宮坂先生と御園生先生
が行った研究についてお聞か
せいただけますでしょうか。
宮坂：アルツハイマー病発症
の原因と考えられているタウ
ですが、実は私たちの体の中
に生まれた時から存在してい
ます。病気の時だけ発生した
り、外部から入ってきたりする
ものではなく、ずっと脳の中
に存在しているのです。数十
年の間、脳で正常に働いてい
たタウが、ある時毒性を獲得
して自身の神経細胞を殺しだ
す。これがどのようなことを示
しているかというと、タウには
正常と異常の二つの状態が
あるということです。今まで異
常なタウについてはたくさん
研究されてきましたが、正常
なタウがどのように振舞って
いるのかは意外なほど分かっ
ていませんでした。一見遠回
りに見えますが、まずは正常
なタウがどのようなものかを
明らかにして、それから改め

ていないはずです。基礎研究
で「なぜ神経細胞の機能が失
われ死んでいくか」を明らか
にできれば、より確実で有効
な創薬を実現できます。です
が、多くの患者さんが目の前
にいる状態では、アルツハイ
マー病のメカニズムが完全に
解明されるまで創薬を待って
いられないというのも事実で
す。世界中の研究がアミロイド
βを標的にした戦略は間違っ
ていなかったと思います。
御園生：一方で、タウを原因と
する疾患がプリオンではない
かという仮説も唱えられてい
ますね。
貫名：細胞間で異常タンパク
が伝播しているのでは、という
考え方です　　。伝播してい
るのであれば、その過程で原
因となる物質が細胞の外に出
てくるはずで、それを抗体で除
去するのが有効ではないかと
考えられています。アルツハイ
マー病に限らず、他の病気で
も抗体療法は現在のトレンド
になっています。

簡単・安価に行えるように、
血漿をサンプルとしてアミロイ
ドβの凝集を検出できるよう
なバイオマーカーの開発を目
指しています。
宮坂：アルツハイマー病や認
知症に限らず様々な分野に応
用できる技術を持っているの
で、論文発表を通じて広く知っ
ていただいて活用してもらえ
ると、我々の研究価値も高まっ
ていくはずです。

大井：今後の抱負や、この分
野を志す学生に向けてのメッ
セージをお願いします。
御園生：先ほど神経回路の観
察ツールでお話ししたように、
アルツハイマー病の病理解明を
目指しつつも、広く生命科学の
発展に役立つような研究に取
り組んでいければと思います。
宮坂：大学として神経変性疾患
やタウの研究をここまで大掛か
りに取り組んでいるのは同志社
大学だけという自負があります。

いアルブミンと交換するという
ものです。脳の病気だから脳
に薬をと思いがちですが、解
決の道はそれだけではないか
もしれません。
大井：これまでの研究結果が
新たな技術開発につながる可
能性はあるのでしょうか。
御園生：現在、日本と米国で
は、国を挙げて脳神経回路の
全容解明に取り組んでいます
が、それには神経回路がどの
ように軸索を伸ばしてつなげ
ているかも明らかにしなけれ
ばなりません。脳の神経は非
常に細かく観察するのが難し
いのですが、タウの研究から
派生して、それらを詳細に観
察できる分子ツールを開発中
です。実現すれば、神経科学
全体の発展が期待できます。
舟本：アミロイドβの研究に関
しては、これを取り除く薬の開
発から、アルツハイマー病の
早期発見のためのバイオマー
カー開発へと研究内容をシフ
トしています。これについては
神経変性疾患研究センターで
は角田先生（生命医科学部 助
教）を中心に進めております。
タウの凝集よりもアミロイド
βの凝集が先に起こることは
事実なので、例えば病院でも

方法が試されています。私の
研究ではありませんが、亡く
なった透析患者さんの脳を調
べたところ、アミロイドβが
減っているという結果が得ら
れました。人工透析で扱われ
るチューブがアミロイドβを吸
着していたのです。他にもスペ
インの血液製剤の会社が行っ
ている血漿交換の臨床試験
研究で、アルツハイマー病患
者の認知機能の低下が60％
緩和されたという発表がされ
ています。血漿中のアルブミン
というタンパク質がアミロイド
βと結合していて、それを新し

常の引き金になるのではない
かということです　　　　　。
成長後に余計なタウが作られ
ないようにするためには、な
ぜ余計なタウが作られてしま
うのかを明らかにして、そこを
抑える薬を作ればよい、という
ことになります。疾患に向かう
メカニズムが分かれば、止め
るべきターゲットも見えてくる
のではないかというのが我々
の考えです。
大井：アミロイドβについては、
研究の動向はいかがでしょうか。
舟本：現在は、創薬以外の方
法でアミロイドβを除去する

ですので、まずはこの分野の
トップランナーとして研究をリー
ドしていきたいです。また、医療
技術や薬は製薬会社という窓
口を通さないと患者さんには届
けられません。そのため製薬会
社にどれだけ技術や研究結果
をアピールできるかが重要で
す。現在、アミロイドβを標的に
した創薬の失敗が続いているこ
ともあり（注１）、医薬品の開発リ
スクからアルツハイマー病の創
薬に対しては製薬会社が及び
腰になっています。製薬会社を
後押しできるような結果を私た
ちが見つけ、世の中に発信して
いかなければと思っています。
貫名：病気の研究は大変です
が、一方で人体の機能そのも
のについても研究を通して理

解できます。今は人間の認知
機能と遺伝子の関わりも分か
るような面白い時代なので、
若い人にはそのような部分に
も興味を持ってもらえばと思
います。純粋な医療現場では
病気になった人を治すことに
集中せざるを得ず、機能を調
べる余裕はあまりないので。
宮坂：基礎研究と臨床現場での
研究、双方を見ることができる立
ち位置が取れるのは大事ですね。
舟本：我々が関わっているのは
治療や薬、基礎研究ですが、認
知症全体の課題解決を考える
とそれだけでは不十分だと思っ
ています。例えば、認知症につ
いて考えるうえでは患者さんや
その家族のケアも大切です。同
志社大学は社会科学の領域も

持つ総合大学なので、他の学
部とも関わって神経変性疾患
に向き合っていきたいですね。
宮坂：薬を作るには研究者だ
けでなく様々な立場の人との
協業が必要です。医学・薬学分
野の基礎研究から治験、安全
性に関するリサーチなど、多く
の方が関わってようやく薬が
完成します。そういう意味では、
同志社から出ていく学生には
活躍できる場所が無数にある

と思っています。また、私たち自
身は治験や製薬・販売自体を
できるわけではないので、それ
らを担う企業が、ここは大事だ
なと思い、開発に投資してもら
えるような創薬ターゲットを明
らかにすることが課題となりま
す。より正確にアルツハイマー
病の病態や原因を研究で提示
していく。それが神経変性疾患
研究センターのミッションなの
ではないかと思います。
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認知症の創薬ターゲットを
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（注１）座談会開催後、2019年10月22日に米バイオジェン社・エーザイ株式会社共同開発の抗アミロイドβ候補薬に有効性が認められ、
　　  2020年に米国食品医薬品局に承認申請することがプレスリリースされました。抗アミロイドβ薬の可能性に、改めて希望の光が見えてきました。

アルツハイマー病発症のメカ
ニズムについて、現在はどの
ようなことが分かっているの
でしょうか。
舟本：アルツハイマー病の発
症機序のモデル仮説として有
名なものに、アミロイドカス
ケード仮説というものがあり
ます。これは、細胞外でアミロ
イドβが時間をかけて凝集蓄
積した後、数年後に神経細胞
の軸索に局在する微小管結
合タンパク質である「タウ」の
凝集が起こって神経機能障
害や神経細胞死に至る、とす
る説です　　。また、アルツ

一つの理由として、アルツハ
イマー病以外の認知症が
減っていることも挙げられま
す。以前は脳血管障害から
認知症につながるものもあ
りましたが、そちらについて
は投薬でコントロールがで
きるようになっています。脳
血管障害由来の認知症が減
少することで、相対的にアル
ツハイマー病の比率が高まっ
ています。
大井：神経変性疾患研究セン
ターでは様々な認知症、神経
変性疾患の基本的なメカニ
ズムを研究されていますが、

ことを期待しています。
大井：認知症は今日の高齢化
社会において大きな問題と
なっています。基本的な話と
なりますが、認知症というも
のはどういうものか、そしてど
のような研究が進んでいるの
かをご説明いただけますか。
貫名：認知症の症状は、脳の
全般的な知的機能障害とさ
れています。基本的には物忘
れを中心とした機能障害が
進行していきます。認知症の
中でも代表的なものが、アル
ツハイマー病です。今日の社
会は長寿化・高齢化が進展し
ており、これは「認知症にな
る」機会が増えていると解釈
することもできます。認知症の
なかでもアルツハイマー病が
増えている、というのが近年
の現状です。
大井：認知症に占めるアルツ
ハイマー病の割合はどれくら
いなのでしょうか。
貫名：以前は5割程度と言わ
れていましたが、現在は6割を
超えると言われています　　。
理由の一つは先ほどもお話
ししましたが、長寿化が進展
したことによるものです。もう

大井：本日の座談会は、神経
変性疾患研究センターの取り
組みを含めた認知症研究の
現状についてお話をいただ
ければと思います。まずはじめ
に、神経変性疾患研究セン
ター設立の経緯についてお聞
かせいただけますでしょうか。
宮坂：神経変性疾患研究セン
ターの設立以前より、同志社
大学にはアルツハイマー病
やその他の神経変性疾患を
研究している研究者が多く在
籍していました。それまでも研
究者の間で共同研究は行わ
れていましたが、より大きな潮
流として技術的な連携を図っ
ていきたいという思いがあ
り、同志社大学での認知症研
究の基盤となるように、この
センターを立ち上げました。
メンバーの中心は脳科学研
究科と生命医科学部の先生
方です。これからは他分野も
含めて様々な形で増えていく

失敗しています。現在もいくつ
かの臨床試験が行われていま
すが、まだ有効性の認められ
た候補が見つかっていないと
いうのが実情です（注1）。近年
では、製薬会社を見てもアミ
ロイドβよりもタウに関心を示
している会社が多いですね。
宮坂：薬を作るためには、病理
メカニズムを解明したうえで
原因となるところを抑えにか
かるのが王道です。現在のと
ころ、アルツハイマー病は「何
を抑えたら発症しなくなる
か」、確実と言えるものはあり
ません。ただ、遺伝学や病理
学などで得られた情報から考
えると、確かにアミロイドβが
起点になっているだろうし、タ
ウの異常が発症のきっかけな
のだろうという考えは間違っ

れるタウが、正常なタウとは
どのように異なるかを研究し
ています。舟本先生や宮坂先
生とは違い、病気そのものか
らは少し離れた視点、神経基
礎科学の立場で研究に携わっ
ています。

大井：創薬の面では、アルツ
ハイマー病の研究はどの程度
進んでいるのでしょうか。
舟本：当初はアミロイドβを標
的とした研究が進んでいまし
たが、近年はそれらが続々と

ますが、タウの凝集は症状の
進行にともなって生じます。ア
ミロイドβはアルツハイマー
病の起点なのかもしれません
が、発症に至る際にはタウの
異常がきっかけになるのだろ
うと、かなり広く認知されてい
ます。私はその流れの中で、ま
ず正常なタウにどのような異
常が発生すると神経細胞の
機能低下や死滅につながる
のかという研究に取り組んで
います。
御園生：私は宮坂先生とは逆
向きのアプローチで、アルツ
ハイマー病患者の脳に見ら

ハイマー病に罹りやすい家
系というものが存在し、遺伝
学の観点からはアミロイド
βと認知症の発症には強い
関連があることも分かって
います。
大井：タウに関してはいかが
でしょうか。
宮坂：アミロイドβと同様に、
2000年頃にはタウ遺伝子変
異を起因とする認知症が見
つかっていました。それ以来、
タウの研究は世界的な広が
りを見せました。アミロイドβ
はアルツハイマー病を呈さな
い高齢者の脳内にも見られ

ておいて治るものでもないの
で、病理のメカニズムを正しく
理解して、論理的に適切なタイ
ミングでするべきことを明ら
かにしなければなりません。タ
ウが合成されるのは幼若期が
多く、成長するほどに作られる
量は減っていきます。ですが
成長したマウスの脳内で強制
的にタウを作らせると、本来
軸索に局在するはずのタウが
細胞体や樹状突起へと「異常
局在」することが分かりました
　　。つまり、本来は歳をとると
作られなくなるはずのタウが、
何らかの原因で作られると異

て神経障害につながる異常
性をあぶり出していくことが
必要です。今回の研究では、
その最初のステップに切り込
んでいけるような結果を得ら
れました　　　　　。
大井：正常なタウがどのような
ものかが、今回の研究で分かっ
てきたということですね。
御園生：アミロイドβでもそう
ですが、病気の原因だと考え
られた瞬間に「異常とは何か」
については研究が進んでいき
ます。神経細胞は他の臓器と
は異なり再生しないため、一
旦死んだら終わりです。放置し

大井：それでは、神経変性疾
患研究センター・タウグルー
プの、宮坂先生と御園生先生
が行った研究についてお聞か
せいただけますでしょうか。
宮坂：アルツハイマー病発症
の原因と考えられているタウ
ですが、実は私たちの体の中
に生まれた時から存在してい
ます。病気の時だけ発生した
り、外部から入ってきたりする
ものではなく、ずっと脳の中
に存在しているのです。数十
年の間、脳で正常に働いてい
たタウが、ある時毒性を獲得
して自身の神経細胞を殺しだ
す。これがどのようなことを示
しているかというと、タウには
正常と異常の二つの状態が
あるということです。今まで異
常なタウについてはたくさん
研究されてきましたが、正常
なタウがどのように振舞って
いるのかは意外なほど分かっ
ていませんでした。一見遠回
りに見えますが、まずは正常
なタウがどのようなものかを
明らかにして、それから改め

ていないはずです。基礎研究
で「なぜ神経細胞の機能が失
われ死んでいくか」を明らか
にできれば、より確実で有効
な創薬を実現できます。です
が、多くの患者さんが目の前
にいる状態では、アルツハイ
マー病のメカニズムが完全に
解明されるまで創薬を待って
いられないというのも事実で
す。世界中の研究がアミロイド
βを標的にした戦略は間違っ
ていなかったと思います。
御園生：一方で、タウを原因と
する疾患がプリオンではない
かという仮説も唱えられてい
ますね。
貫名：細胞間で異常タンパク
が伝播しているのでは、という
考え方です　　。伝播してい
るのであれば、その過程で原
因となる物質が細胞の外に出
てくるはずで、それを抗体で除
去するのが有効ではないかと
考えられています。アルツハイ
マー病に限らず、他の病気で
も抗体療法は現在のトレンド
になっています。

簡単・安価に行えるように、
血漿をサンプルとしてアミロイ
ドβの凝集を検出できるよう
なバイオマーカーの開発を目
指しています。
宮坂：アルツハイマー病や認
知症に限らず様々な分野に応
用できる技術を持っているの
で、論文発表を通じて広く知っ
ていただいて活用してもらえ
ると、我々の研究価値も高まっ
ていくはずです。

大井：今後の抱負や、この分
野を志す学生に向けてのメッ
セージをお願いします。
御園生：先ほど神経回路の観
察ツールでお話ししたように、
アルツハイマー病の病理解明を
目指しつつも、広く生命科学の
発展に役立つような研究に取
り組んでいければと思います。
宮坂：大学として神経変性疾患
やタウの研究をここまで大掛か
りに取り組んでいるのは同志社
大学だけという自負があります。

いアルブミンと交換するという
ものです。脳の病気だから脳
に薬をと思いがちですが、解
決の道はそれだけではないか
もしれません。
大井：これまでの研究結果が
新たな技術開発につながる可
能性はあるのでしょうか。
御園生：現在、日本と米国で
は、国を挙げて脳神経回路の
全容解明に取り組んでいます
が、それには神経回路がどの
ように軸索を伸ばしてつなげ
ているかも明らかにしなけれ
ばなりません。脳の神経は非
常に細かく観察するのが難し
いのですが、タウの研究から
派生して、それらを詳細に観
察できる分子ツールを開発中
です。実現すれば、神経科学
全体の発展が期待できます。
舟本：アミロイドβの研究に関
しては、これを取り除く薬の開
発から、アルツハイマー病の
早期発見のためのバイオマー
カー開発へと研究内容をシフ
トしています。これについては
神経変性疾患研究センターで
は角田先生（生命医科学部 助
教）を中心に進めております。
タウの凝集よりもアミロイド
βの凝集が先に起こることは
事実なので、例えば病院でも

方法が試されています。私の
研究ではありませんが、亡く
なった透析患者さんの脳を調
べたところ、アミロイドβが
減っているという結果が得ら
れました。人工透析で扱われ
るチューブがアミロイドβを吸
着していたのです。他にもスペ
インの血液製剤の会社が行っ
ている血漿交換の臨床試験
研究で、アルツハイマー病患
者の認知機能の低下が60％
緩和されたという発表がされ
ています。血漿中のアルブミン
というタンパク質がアミロイド
βと結合していて、それを新し

常の引き金になるのではない
かということです　　　　　。
成長後に余計なタウが作られ
ないようにするためには、な
ぜ余計なタウが作られてしま
うのかを明らかにして、そこを
抑える薬を作ればよい、という
ことになります。疾患に向かう
メカニズムが分かれば、止め
るべきターゲットも見えてくる
のではないかというのが我々
の考えです。
大井：アミロイドβについては、
研究の動向はいかがでしょうか。
舟本：現在は、創薬以外の方
法でアミロイドβを除去する

ですので、まずはこの分野の
トップランナーとして研究をリー
ドしていきたいです。また、医療
技術や薬は製薬会社という窓
口を通さないと患者さんには届
けられません。そのため製薬会
社にどれだけ技術や研究結果
をアピールできるかが重要で
す。現在、アミロイドβを標的に
した創薬の失敗が続いているこ
ともあり（注１）、医薬品の開発リ
スクからアルツハイマー病の創
薬に対しては製薬会社が及び
腰になっています。製薬会社を
後押しできるような結果を私た
ちが見つけ、世の中に発信して
いかなければと思っています。
貫名：病気の研究は大変です
が、一方で人体の機能そのも
のについても研究を通して理

解できます。今は人間の認知
機能と遺伝子の関わりも分か
るような面白い時代なので、
若い人にはそのような部分に
も興味を持ってもらえばと思
います。純粋な医療現場では
病気になった人を治すことに
集中せざるを得ず、機能を調
べる余裕はあまりないので。
宮坂：基礎研究と臨床現場での
研究、双方を見ることができる立
ち位置が取れるのは大事ですね。
舟本：我々が関わっているのは
治療や薬、基礎研究ですが、認
知症全体の課題解決を考える
とそれだけでは不十分だと思っ
ています。例えば、認知症につ
いて考えるうえでは患者さんや
その家族のケアも大切です。同
志社大学は社会科学の領域も

持つ総合大学なので、他の学
部とも関わって神経変性疾患
に向き合っていきたいですね。
宮坂：薬を作るには研究者だ
けでなく様々な立場の人との
協業が必要です。医学・薬学分
野の基礎研究から治験、安全
性に関するリサーチなど、多く
の方が関わってようやく薬が
完成します。そういう意味では、
同志社から出ていく学生には
活躍できる場所が無数にある

研究チームは、アルツハイマー病の神経細胞ではタウは明らかに異常な局在を呈すること、このような状態に置かれたタウはやがてタウ病変を形成する
こと、異常局在の原因としてタウの発現のタイミングや産生されたタウのリン酸化状態が大きく関わることを見いだした。次なるステージでは、病態脳で
タウの異常局在を引き起こす引き金、異常局在したタウの凝集や神経機能の障害を引き起こすメカニズム、異常局在から神経変性までを阻止する手段
など、研究に取り組むテーマは尽きない。さらなる研究が進展し、病態形成に関わるタウ異常性の本質が明らかにされ、その成果が新たな抗認知症薬の
開発につながることが期待される。

と思っています。また、私たち自
身は治験や製薬・販売自体を
できるわけではないので、それ
らを担う企業が、ここは大事だ
なと思い、開発に投資してもら
えるような創薬ターゲットを明
らかにすることが課題となりま
す。より正確にアルツハイマー
病の病態や原因を研究で提示
していく。それが神経変性疾患
研究センターのミッションなの
ではないかと思います。

 

研究成果

巻頭特集

タウが軸索に運ばれるメカニズムを解析 Iwata et al. 2019 Molecular Biology of the Cell, 30, P.2441

タウの正確な軸索局在を再現することに成功した研究チームは、タ
ウが軸索に運ばれるメカニズムの解明にも取り組んだ。ラットの胎児
より採取した神経細胞を特殊な条件下で培養すると播種後より突起
を伸ばし、３～７日をかけて軸索、樹状突起の形成とともにタウの軸
索局在が決定される。このとき、タウを発現させ続けると“異常局在”
してしまうが、タウの発現タイミングを培養開始直後に一過的に行う
ことで、正確に軸索局在を再現できた。この方法は、培養神経細胞を
用いて外来性タウに正確な軸索局在を再現させた世界初のモデル
系となる。
さらにこのモデル系を用いて、タウが軸索に運ばれるメカニズムの解
析に挑んだ。タウをいくつかのドメインに分け、それぞれ欠損させたタ
ウを発現させて局在を解析したところ、タウの微小管結合に必須な領
域を欠損させると野性型よりも積極的に軸索に運ばれることが判明
した。このことより、タウが効率良く軸索に輸送されるかどうかは微小
管との解離（結合のしにくさ）が決め手になると考えた。タウの微小管
との結合はリン酸化で制御されることが知られているが、さらなる解
析によって、タウが正確に軸索に運ばれるためには発生期の神経細
胞でおこる“適度なリン酸化状態”が必要であること、成熟後の神経
細胞では産生されたタウのリン酸化が不十分なため細胞体に異常局
在してしまうことを明らかにした　　　。図 3

神経発生初期に限局してタウを発現させることにより、実験的にタウ
の正確な軸索局在が再現される。作られたタウのリン酸化状態によっ
て微小管との結合が制御され、これがタウの軸索への輸送されやすさ
を決めている。

図3 タウが軸索へ輸送されるメカニズム

タウの異常局在を発生させる条件を発見 Kubo et al. 2019 J Neuroscience, 39, P.6781

タウの発現変化と局在の関係について調べた。その結果、正常なタウは
周産期の神経細胞で盛んに作られ、脳の成熟とともに合成がストップす
る（青）。このときタウは正常に軸索に運ばれる。しかし、脳の成熟後にタ
ウができてしまうと軸索に運ばれずに細胞体に蓄積する（赤）。これが、
やがてアルツハイマー病のような病理を形成する。したがって、タウの正
常な局在や機能、さらには病理形成において“作られるタイミング”が非
常に重要であることが明らかになった。

図2 週齢と正常タウ・異常タウ発現数の関係

タウの異常局在の謎を解き明かすため、複数のタウ遺伝子改変マウ
スを用い、タウの局在を検討した。その結果、トランスジェニックマウ
ス脳に発現するタウは細胞体や樹状突起に“異常局在”するのに対
し、ノックインマウス脳に発現するタウは正常な軸索局在であった。両
者は発現に用いたプロモータに違いがあり、つまりタウが作られるタ
イミングが重要であることが明らかになった。
ノックインマウス脳（正常な脳）においては、タウは周産期の未完成な
脳で盛んに作られ、脳の基本的な構造が完成される生後2週目以後
のタイミングで発現がストップしていた。一方、トランスジェニックマウ
ス脳では、用いたプロモータの影響で、成熟後もタウを作り続けてい
た　　　。すなわち、タウは厳密なタイミングで作られる必要があり、
脳神経の成熟後もタウが発現し続けることが“異常局在”をおこす条
件であることが判明した。
また、ノックインマウスは生涯病理変化を起こさない一方、トランス
ジェニックマウスではいずれも高齢になると病変を形成した。このこ
とから、タウの“異常局在”が、その後の病理形成に関係していると考
えている。

図 2

図 1 野生型マウス脳内の正常タウ局在の様子

アルツハイマー病の治療標的の一つであるタウに対しては病態脳に
おける神経細胞内での異常局在が注目されているが、これまでは組
織解析のツールがなく、正常な脳の神経細胞内でタウが本当に軸索
に局在していることさえ明確に示す証拠はなかった。宮坂准教授を中
心とする研究グループは、重井医学研究所との共同研究により、組織
染色に使える選択性の高い複数の抗タウ抗体の作製に成功した。こ
れにより、正常な脳内でタウがどこに局在するのかを明らかにするこ
とが可能となった。
この抗体を使い、野生型マウスにおける正常タウの局在を調べたとこ
ろ、軸索に局在していることが明確に確認された。さらに、有髄線維に
比べ無髄線維に豊富なこと、オリゴデンドロサイトと呼ばれるグリア細
胞にも高発現していること、超解像度顕微鏡による解析では、軸索の
微小管上に一定間隔で並んでいる様子も初めて観察された　　　。
これまで誰も見ることができなかった正常な脳内でのタウの全貌を
明らかにすることができ、改めて病態脳のタウが本来とは異なる場所
へ“異常局在”することが浮き彫りになった。

図 1

正常な脳内でのタウの局在を解明 Kubo et al. 2019 J Comparative Neurology, 527, P.985

本研究では、正常なタウを高感度に検出できる抗体を開発し、組織、
細胞、超解像顕微鏡レベルでタウの局在について解析した。その結
果、タウは無髄神経の軸索に強く発現しており、病理形成がおこるよう
な細胞体、樹状突起にはほとんど無いことが明らかになった。

JCNの表紙に選定されました。

JNSの表紙に選定されました。
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ファーマラボEXPO（旧BIO tech）は4万人以上が来場する日本最大

級の医療・創薬関係の展示会です。アカデミアが産学連携の候補と

なる研究シーズを紹介する「アカデミックフォーラム」に生命医科学

部から2題を出展しました。

森田有亮教授は、「再生医療のための機能性ナノファイバースキャ

ホールドの開発」と題して、骨・軟骨の再生において細胞活性の維持

やアパタイト誘導を促す機能性スキャホールドの開発について発表

し、骨・軟骨の再生医療に大きな期待が寄せられました。また、髙橋

美帆助教は、「BCR-ABLのPHドメインを標的とした新規慢性骨髄

性白血病治療薬の創製」と題して、既存薬とは異なる作用機序を持

ち、現在問題とされている薬剤耐性を解決し、さらには癌幹細胞にも

効果を示す可能性を有したペプチド性の化合物を提案しました。

CEDECはゲームを中心とするコンピュータエンターテインメントの開発、ビジ
ネス、関連する技術、機器の研究開発などに携わる人々の技術力向上と知識
や情報の交流を促進するためのカンファレンスで、1998年にスタートし、例年
参加者は約8千人にのぼります。今回は本学としては初参加で、理工学部 土屋
隆生教授が「さながら現実！自由に視聴点を変えられるVR用立体音響技術」
を、試聴デモンストレーションとともに展示しました。
土屋教授の技術は、音響反射体の形状や反射率等の音響特性データに波動
性を考慮した音空間レンダリングによる音響機器を用いて自由に聴取点を変
えることができるもので、土屋教授の研究室の大学院生 坂本大地さん他が、
ゲーム開発メーカー等からの300人を超えるブース来場者と、現状の課題と今
後の研究構想等について活発な意見交換をしました。

イノベーション・ジャパンは、国内最大規模の産学マッチングイベントとして国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が毎年
開催しているイベントであり、主に大学や研究機関の研究成果のＰＲや企業との情報交換、技術移転の促進を目的として開催さ
れています。今年度は本学より以下４件のシーズ展示を行いました。

当日は、大勢の方にご来場いただき、活況な開催となりました。本学のブースにおいても、企業関係者や研究機関関係者が
多く訪れ、興味深く説明を聞いたり熱心に質問をしたりする参加者の姿が多く見受けられました。
今回のイベントを通して、本学の研究内容や研究成果を広くアピールすることができたとともに、産学連携における本学のプ
レゼンスを高めることができました。 

理工学部 機能分子・生命化学科 小寺 政人 教授 メタンやベンゼンなどの資源利用のための選択的酸化触媒

理工学部 機能分子・生命化学科 人見 穣     教授 高感度・高速に過酸化水素が検出可能な蛍光プローブ

理工学部 機能分子・生命化学科 加藤 将樹 教授 固体化学的手法による高機能熱電材料の開発

生命医科学部 医工学科 剣持 貴弘 教授 物体と流体を自在に操作：新規レーザー駆動デバイスの創出

シーズ展示一覧
出展者 出展タイトル
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2019年7月3日（水）・4日（木）・5日(金) 東京ビッグサイト

CEDEC2019に出展 
2019年9月4日（水）・5日（木）・6日（金）日時 場所 パシフィコ横浜
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E

第1回ファーマラボEXPO 
アカデミックフォーラムに出展

E X H IB I T I0N

E
2019年8月29日（木）・30日（金） 東京ビッグサイト

イノベーション・ジャパン2019に出展
E X H IB I T I0N
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着任紹介

村田　千代 法務コーディネーター
むらた

すずき

ちよ

製薬会社で海外業務を担当後、研究所の秘書を務めていました。研究成果の社会還元のためには契約が重要である
ことを実感しましたので、大学院で知的財産を専攻しました。その後は、国公立大学で産学連携の契約交渉と契約管
理一筋。先生方の研究がスムーズに進むよう努力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

研究開発推進課　

鈴木　佑太 BIコーディネーター ［所属］独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部
担当：施設運営統括　

ゆうた

２０１９年４月よりD-eggの担当となりました。京田辺市から近い木津川市で生まれ育ち、同志社大学京田辺キャンパ
スで学び、東京での勤務後、再び京田辺の地に戻ってきました。D-eggでは、同志社大学、京田辺市と連携し、同志社
大学発ベンチャー、京田辺発ベンチャーの創出・事業拡大のサポートをしております。

D-egg（同志社大学連携型企業家育成施設）

さわい

澤井　忠彦 インキュベーションマネージャー ［所属］同志社大学 研究開発推進課
担当：地域企業の産官学連携及びマッチングの促進

ただひこ

４月に着任しました澤井と申します。これまでは地元の商工会に勤務し地域の活性化事業の取組や企業の伴走支援に
努めてまいりました。今後は、そこで培った経験とスキルを活かして産官学連携による成功事例を多く生み出してまい
りたいと考えております。皆様方のご協力を是非ともよろしくお願い申し上げます。
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太田原 準
商学部 商学科 教授

太田原ゼミの卒業論文集

太田原 準   商学部 商学科 教授
専攻分野

研究テーマ

経営史、技術経営論

『アジアの企業間競争』（文眞堂・共著）、
『企業家活動でたどる日本の自動車産業史―日本自動車産業の先駆者に学ぶ』（白桃書房・共著）など

●  集団の行動能力とイノベーション
●  自動車産業を対象とした経営学・経営史の実証研究

著書

研究者をたずねて ｜ ０1

　長らく自動車産業や二輪車産業の
技術経営論を研究してきた太田原教
授だが、近年は農業にも研究のフィー
ルドを広げ、地域と連携しての教育・
研究活動に取り組んでいる。「日本に
おける二輪車産業の歴史は、欧米発
祥の自動車や先発製品からいかにし
て技術の独自性を高めていったの
か、そしてそれらを事業として成功さ
せるための経営手法を編み出して

めて大きな広がりを見せている。
またヒストリアンとしての一面も
あり、18年に亘って『愛知県史』
の工業編を編纂・執筆し、後世
に残る社会的意義の高い仕事も
手掛けている。「19世紀までは、
技術開発は発明家や大学の役
割で企業の外にありました。20
世紀以降は企業が技術の研究・
開発を担い、企業間競争の熾烈
化に伴って注力する技術の選択
（コアコンピタンスの明確化）、内
製化、近年では外部企業とのコ
ラボレーションという流れで産業
界は発展してきました」と語る。

な技術の研究から製品開発、そ
して継続的な事業へと発展させ
るためには技術と市場をつなぐ
「技術経営」の観点が不可欠だ。
　「技術者が追求したいことと顧
客がほしいものが乖離するケー
スは多く、価値創造のためには
技術追求と利益獲得、短期的な
視点と長期的な視点など、さまざ
まなトレードオフを両立させる方
法論が求められます」と語る太
田原教授。日本における二輪車
産業を技術経営的観点から分析
してきた同産業史の草分け的存
在で、その研究成果は後進も含

　私たちの豊かな生活を支えて
いる、さまざまな製品やサービス。
企業における持続的な価値創造
プロセスによって、これらは実現
されている。一方で、技術力の高
さや優れた品質を謳うだけでは
生活者の多様なニーズに応える
ことはできず、「製品志向」から
「顧客志向」へのモノづくりが叫
ばれるようになって久しい。新た

ルチローターによる農薬散布は普及
しないでしょう」。太田原教授のシビ
アな意見から読み取れるように、技
術が普及するには実際にその技術が
扱われる現場の様子をつぶさに観
察・把握する姿勢が求められる。

　技術経営の観点からこれまで工
業分野と農業分野の研究に従事して
きた太田原教授。「天候の不確実性
や作業管理の困難性、労働力の雇
用確保可能性といった条件がこれま
で工業と農業を隔ててきましたが、
今後この垣根は後退していきます。
私がこれまでに二輪車産業で見てき
た歴史や現場での視点は、農業分野
でも必要とされるはずです。技術経
営の視点で工業の知見を農業に生
かし、高品質、低コスト、働きがいが
高度にバランスするような方向で発
展するよう、地域と連携しながら関
わっていきたい」と、今後の展望につ
いて語る。太田原教授の視点は、常
に技術そのものだけではなく、技術
が扱われる現場に向いている。現場
で活用される「真に価値ある技術」を
生みだすために、技術と経営の両輪
で社会の未来を切り拓く太田原教授
の今後の活動に目が離せない。

家にとっては、相対的に操作が簡単
で免許取得費用が安価なマルチ
ローターは受容しやすく、両立可能
性は高い。しかしこれまでに噴霧器
や管理機しか扱ったことのない農家
にとっては、リモコンを使うという操
作性の違いから、両立可能性は低く
なってしまう。「新たな技術に関する
理解やその使用方法の困難性」を
示す複雑性についても同様で、無人
ヘリコプターの利用経験がない農家
にとって、免許取得が必要なマルチ
ローターは利用のハードルが高い。
太田原教授は、「5つの要件の中で
も、特に両立可能性に留意しなけれ
ばならない」と指摘する。「農業従事
者の平均年齢は65.7歳で、全く新し
い技術を急に受け入れることは容易
ではありません。作業時間やコスト面
での比較優位性が高くても、両立可
能性の面で拒絶されてしまっては、マ

噴霧時間がマルチローターなら10
分以下に短縮でき、また費用面では
無人ヘリコプターが1機1,400万円
程度かかるところを180万円程度
にまで抑えられるため、マルチロー
ターの相対優位性は高いことが分
かる。試行可能性と観察可能性は
それぞれ「導入前に効果を認識で
きること」と「新たな技術を利用した
効果が目に見えて観察できること」
を意味している。マルチローターは
メディアでの露出が多く、また実演
会も実施されているため、この2つ
もクリアしていることが示された。
　一方で、両立可能性と複雑性につ
いては農家ごとの過去の体験によ
り、評価が分かれる結果となった。両
立可能性は「新たな技術が使用者
の過去の体験と相反していないか」
を意味している。無人ヘリコプターで
の農薬散布を経験したことのある農

いったかを学ぶには最適でした。で
すが今日では産業や企業の規模が
大きくなり過ぎ、複雑になったため、
技術経営論を学ぶ入口の役割が他
にも必要になりました」と、研究領域
を広げた背景を語る。
　太田原教授が現在学生とともに
研究しているテーマは「技術経営の
観点から見た農業イノベーション」
だ。AIやIoTなどのスマート技術が
農業経営に与える影響を、農業の
現場に入り込むことで明らかにして
いく。農業におけるスマート技術
は、大規模で企業的な農業経営の
手段としても、また個人規模の農家
が生産性を上げる手段としても有
望視されている。
　太田原教授の下で学ぶゼミ生た
ちは、2018年度に「マルチローター
のイノベーション普及」と題した研
究発表を行った。マルチローターと
は「複数のローター（プロペラ）を搭
載した自立飛行無人航空機」のこ
とで、農業分野においては従来の
噴霧器や管理機、無人ヘリコプ
ターに代わる農薬散布の手段とし
ての利用が始まりつつある        。
　新規の技術がどのように普及し
ていくかについては、アメリカの社
会学者エベレット・ロジャーズの著
書『Diffusion of Innovations』で一
つの理論が提唱されている。彼によ
ると、技術が普及するためには「相
対優位性」、「両立可能性」、「複雑
性」、「試行可能性」、「観察可能性」
の5要件が満たされなければなら
ない         。ゼミ生たちの研究は、
滋賀県、三重県、愛知県の農家への
ヒアリングを通して、新技術である
「マルチローターを用いた農薬散
布」がこれらの要件をどの程度満た
しているかを考察している　      。
　相対優位性とは「従来の技術と
比較したときの優位性」のことだ。
従来の噴霧器・管理機では1haあ
たり40分～90分以上かかっていた

さまざまなトレードオフを
両立させていく
「技術経営」の思考

新たな技術が普及するためには
「両立可能性」の観点から
現場を考察しなければならない

技術経営論

農業用マルチローター

イノベーション

AI IoT

二輪車産業

農業におけるスマート技術の普及

イノベーションの知覚属性

KEYWORD PROFILEPROFILE

写真 1

図 1

写真 2

研究室HP

「技術経営の視点で、
 農業へのスマート技術
 実装をリードする。」

「両立可能性」の観点で農家の技術利用に迫る

スマート技術の農業経営への実装

農業の長期的・ライフサイクル的観察

技術経営的観点からの農工融合

1

2

3

GOALS 研究の目標

「農工融合」で
真に価値ある技術を
農業に実装する

写真 1 農業分野におけるマルチローター活用

図 1 新技術普及のための5要因 写真 ２ ゼミ生たちによる農家へのヒアリング
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研究者をたずねて ｜ ０2

ナンス・ネットワーク分析です」。
公共政策を享受するだけの存在と
して生活者を見るのではなく、政策
を作るアクターの一員として捉える
立場を風間教授が取るようになっ
たのは、1995年に起こった阪神・
淡路大震災での経験が大きい。
「政策として国の防災機能を高め
るには、国家に資源や権限を集中
するのではなく、逆に分散した方
が良いのではと思いました。その
ような問題意識を持って研究活動
をしていたところ、ガバナンス・ネッ
トワーク分析という分析手法に出
会ったのです」。

風間教授。過去には京都府の政策
研究支援室長を務めた経験もあ
り、政策が生まれる現場のリアルを
その目で見てきた。
　「生活者や自治体といったアク
ター間に形成される『関係性』のこ
とをガバナンス・ネットワークと呼
びます。様々なアクターが自身の利
益を最大限実現するためにネット
ワークを形成し、参加し、その中で
水平的な調整ゲームを展開しま
す。ネットワークにおいてどのよう
な関係性が作られ、ゲームの集積
が公共課題の解決に結びついた
のかどうかを研究するのが、ガバ

実施されているのかの評価や研究
が盛んに行われている。一方「公共
政策論」は、どのようにすれば「よ
い政策」を生み出すことができる
のかといった、政策の内容にまで
踏み込んで研究する点に特徴があ
る。「公共課題を解決するために
は、まずは何が『公共的』なのかを
議論しなければなりません。そして
公共的なことと私的なことの線引
きをどこでするのかは、時代によっ
ても国によっても、政権によっても
異なります。どこまでを公共的な問
題と捉えるのかは、公共政策論に
おいて永遠の課題でしょう」と語る

　私たちが社会生活を営む中で、
時として個人の力ではどうすること
もできない問題に直面することが
ある。このような問題は、人びとの
力と知恵を結集して公共的な課題
として解決していく必要がある。公
共課題の解決の仕方を考えるの
が、いわゆる「公共政策論」である。
「政治学」においては、実際にでき
あがった政策がどのように作られ、

i n t e r v i e w

風間 規男 
政策学部 政策学科 教授

いうのが現実です。また既に参加し
ている人がニューカマーを受け入
れようとせず、一部の人しか発言し
なかったり、逆に百家争鳴で意見を
集約できなかったりということも起
こり得ます。ガバナンスの失敗を克
服するためには、『ガバナンスを機
能させるためのガバナンス』が必要
で、そのようなガバナンスを『メタガ
バナンス』と呼びます。高橋氏はメタ
ガバナーとして、河原林町のローカ
ル・ガバナンスに対して『相互作用
の活性化』と『ガバナンス構造の変
更』という２つの働きかけを行った
のです」。

　ローカル・ガバナンスの観点か
ら政策の成立過程を研究する風間
教授は、研究の難しさについてこの
ように語る。「確実にうまくいくガバ
ナンスの在り方というのものは見
つかっていません。河原林町の高
橋氏の例についても、一つの見方
としては住民の自発的な働きを促
したと考えられますが、もっと高橋
氏自身の意見を求めていた住民も
いたかもしれません。そもそも社会
科学という学問自体が、答えを一つ
に限定しているものではないんで
す。一つの答えを求めると挫折しま
すし、答えがないのに答えを求めよ
うとすると幻滅するでしょう。重要な
のは、複数の答えがあると理解し
て、社会を立体的に捉えたうえで、
自身が考えるその時点での答えを
選び取ることです」。世の中の仕組
みや私たちが暮らす社会の在り方
はこれからも変わり続けるが、風間
教授の問い続ける姿勢は今後も変
わることはないだろう。

今ある関係性を壊すことを嫌い、新
しい人が入ってくることを拒む傾向
にある。高橋氏はまちづくりを推進
するうえでメンバーが固定化される
ことに問題意識を持ち、これまでま
ちづくりに関わってこなかった人に
どのように参画してもらえるかと
いった「ダイバーシティ」の観点での
意見も発信していたのである。
　風間教授は、河原林町における
高橋氏の活動をこのように分析す
る。「ローカル・ガバナンスは、放置
していると失敗する可能性が非常に
高いです。ネットワークをオープン
にして多くの人に参加してもらおう
と考えても、無関心な人ばかりで自
発的に関わろうとする人が少ないと

い」といったしがらみから住民を解
放したのである。「高橋氏が公共員
として配置されたことで、住民たち
は自由に議論し、ストレスなく企画
を提案・実施するようになったと思
われます」　　  。
　さらに、高橋氏は河原林町のロー
カル・ガバナンスの構造自体にも影
響を与えた。河原林町では、自治会
や地域の団体からの「充て職」を中
心に、まちづくりの推進体制が作ら
れていた。「充て職」は、安定的な人
材確保の手段であるのと同時に、
「顔見知り」にメンバーシップを限定
する方便としても機能していた。既
存のローカル・ガバナンスを担って
きた人たちは保守的になりがちで、

　20世紀末から進められた地方分
権改革がきっかけとなり、日本の各
地域で自律的に課題を解決する力
が問われるようになった。しかし、お
金や人材などの権限を自治体に集
約するスタイルでは、課題を有効な
形で解決する力を地域に育むこと
ができなかった。そのような経緯か
ら注目を集めたのが「ローカル・ガ
バナンス論」である。ローカル・ガバ
ナンス論では自治体と住民の二者
関係で地域の課題解決プロセスを
考察するのではなく、自治体を含め
た地域内外の多様な主体の間で形
成される関係性に注目する。「ローカ
ル・ガバナンスは、多様な主体が調
整を繰り広げながら、解決策を模索
し実施していく『場』とも言えます」。
　京都府では２０１４年度に｢まちの
公共員｣制度が創設されている。風
間教授は２０１８年度に京都府の依
頼を受け亀岡市河原林町における
｢まちの公共員｣についての調査研
究を行った。この制度における公共
員には、「半公半民の非常勤職員と
して、地域住民自らがよりよい地域
づくりができるような支援を行う」こ
とが期待されていた。風間教授の研
究では、河原林町に「まちの公共
員」として配置された高橋博樹氏の
活動を、本人がまとめた活動事例報
告書を主な参考資料としてアカデ
ミックな立場から評価を行った。
　高橋氏がまちの公共員として果た
した役割の1つは、ローカル・ガバ
ナンスにおける主体間の相互作用
を活性化させたことが挙げられる。
高橋氏は住民が開く会議に参加す
る際、「それいいですねー」を口癖と
していた。メンバーが発言しやすい
状況を作り、「成功しなければならな

「公共性」の観点から
政策が生まれる
過程を分析する

ガバナンスを有効に
働かせる「メタガバナンス」
という考え方

世の中を立体的に捉えた
うえで、自分なりの
答えを選び取る

メタガバナンス

ダイバーシティまちの公共員 まちづくり

ガバナンス・ネットワーク

公共課題の解決 生活者と自治体公共政策論

KEYWORD PROFILE

研究室HPガバナンス・ネットワークを足掛かりとした
民主主義論の深化

政策の形成および実施の過程の分析

1

2

GOALS 研究の目標

『行政学の基礎』
（一藝社・共著）

（左）規制から自主規制へ-環境政策手法の変化の政治学的考察-
（中）新制度論と政策ネットワーク論
（右）ローカル・ガバナンスと市民参加-二元論的理解とネットワーク的理解-

風間 規男  政策学部 政策学科 教授
政治学、公共政策
●  政策過程論
●  政策ネットワーク論
『行政学の基礎』（一藝社・共著）、
『地域の自立は本当に可能か̶政策学ブックレット̶』（学芸出版社）など

「ガバナンスが有効に
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写真 1「まちの公共員」高橋氏を交えた亀岡市河原林町の住民会議

▼ ガバナンス・ネットワーク分析に関する数々の論文
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