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脳を研究する研究者のバックボーンは、実にさまざま
です。意外かもしれませんが、文系出身者もいます。
実験をメインとするラボもあれば、理論で脳を解き明
かそうとしているラボもあります。

脳科学の研究を、難しそうな遠い世界と思っていませ
んか？研究者の歩んできた道や研究への熱い想いを知
れば、もっと身近に感じられるかもしれません。「研
究者の素顔を知ってもらう」 − そんなコンセプトから
CBS マガジンの制作は始まりました。

創刊号では、研究という航海を自分の船で始めた新チー
ムリーダー２名と、最近話題となった論文を発表した
チームリーダー２名が登場します。
新チームリーダーの２人は、現在の医療では治療が難
しい疾患の原因を解き明かしたいという共通の研究目
的を持ちつつも、その研究方法と着眼点は全く異なり
ます。
思わぬ結果からセレンディピティを信じて新たな研究
領域を見出した論文がある一方、物理学で築いた方法
論を活かして仮説を組み立て実験し、粘り強く解析し
て嗅覚の謎に迫る研究もあります。

４人の研究は、冒険小説やミステリー小説と同じくら
い…いや、それ以上にエキサイティングです。ダイバー
シティ（多様性）なんて、ありふれた言葉に収まりき
りません。この冊子から、脳科学のワンダーランドに
足を踏み入れてみませんか？
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「精神疾患の研究から
臨床に変革をもたらす」

タカタ アツシ ■ 広島県出身。九州大学大学院医学系学府 博士（医学）取得修了。九州大学精神科、理化学研究所、コロンビア大学精神科、
横浜市立大学遺伝学教室を経て、2020 年 7 月より現職。信条は、「人間万事塞翁が馬」。

New Principal Investigator

 　「ご自身の研究について教えてください」
　一言で表すと、精神疾患の研究をしています。私は
もともと、というか今も精神科臨床医なのですが、患
者さんの中には薬や何らかの治療で良くなる方もいる
一方で、治療がうまく合わない人や、いったん良くなっ
ても何度も調子を崩す方も少なくありません。そうい
う患者さんのクオリティ・オブ・ライフを向上させる
ための介入法・予防法を開発するというのが、私たち
の研究における一番の目標です。
　それと同時に、患者さんは時々予想もつかないこと
を言ったりしたりする。そういうことの背景…おそら
く何かしら脳の調子が崩れていると考えるのが妥当だ
と思うのですが、そのメカニズムが何なのかを知りた
い、という学問的な関心から精神疾患の生物学的研究
を行っています。

　「これまで、どのような研究をされてきたのでしょう
か？」
　いろいろな分野を行ったり来たりしていますね。医
学部卒業後 3 年間は普通に臨床をして、4 年目に大学
院に進学しました。最初は小規模なゲノムの研究をやっ
ていて、大学院 2 年目から、理研 脳神経科学研究セン
ターの前身、脳科学総合研究センターの加藤忠史先生
のラボに参加しました。
　双極性障害（躁うつ病）のマウスモデルの研究をし
ていましたが、やはり精神疾患と確実に関連する遺伝
子をヒトでまず同定すべきと思い、ゲノム研究の道に
戻りました。この進路変更には、当時、次世代シーケ
ンサーという新しい DNA の解析装置が使えるように
なってきたことの影響が大きかったですね。それ以降
は、次世代シーケンサーから産出される DNA や遺伝
子転写産物のデータを、様々な生物学的情報や臨床情

報と統合的にコンピュータで解析する、「バイオイン
フォマティクス」とよばれる分野の研究を主に行って
います。

　「次世代シーケンサーとはどういうものでしょう？」
　ざっくり言うと、旧世代のシーケンサーよりも、は
るかに高速かつ安価に DNA 配列を解析できる装置で
す。旧世代のシーケンサーは限られた数の DNA 断片
しか一度に解析できなかったのですが、次世代シーケ
ンサーは、一度に数百万個の DNA 断片を解析するこ
とができます。一冊の本を一人で一ページずつ読むの
ではなくて、何人もの人で一ページずつ読んでその情
報を統合するというイメージです。
　この装置の開発によって DNA 配列の解析コストが
劇的に下がりました。1990 年代に開始されたヒトゲ
ノム計画では、一つのゲノムを解析するのに 10 年以
上の月日と 30 億ドル以上の費用を要したといわれて
いるのですが、現在、そのコストは約 1,000 ドルとい
われており、解析も数日で一通り完了します。

　「次世代シーケンサーを使って、どのような研究が行
われたのでしょうか？」
　ヒトの DNA 配列には、個人差のある部分が何千万
か所もあります。次世代シーケンサーを使って全ゲノ
ムの DNA 配列を解析すれば、DNA 配列の個人差（バ
リエーション、変異ともよばれます）を網羅的に同定
することができます。そうやって見つけた個人差のう
ち、病気に関連するものを見つける研究を行ってきま
した。
　実際に次世代シーケンサーを使った研究を始めたの
は 2009 年ぐらいだったと思います。ヒト全ゲノムの
解析にかかる費用は、当時まだ 1 万ドル以上で、決し
て安くはありませんでした。この問題を解決するため
の一つの方法として、「エクソン」とよばれるゲノム中
のタンパク質配列を決定する部分だけを集めてきて解
析する「エクソーム解析」という手法が開発されたの
で、うつ病を併発する遺伝病の家系のエクソーム解析
を行ってみました。すると、なんと一夜にして原因遺
伝子を同定することができました。これは面白いな、
と思ってゲノム研究の道に進んだわけです。
 その後、解析コストがさらに下がり、大規模なエクソー
ム解析を行うことが可能になってきました。私たちは
DNA 配列の個人差の中でも、いわゆる「突然変異」に
注目して大規模なエクソーム解析を行いました。ヒト
の DNA 配列は、基本的に両親から半分ずつ受け継ぎ
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ますが、精子や卵子の DNA 複製過程でエラーが生じ
ることがあります。そうすると、両親にはないけれど、
子供にのみ認められる突然変異が発生します。こういっ
た突然変異は、ゲノム全体で多いときには 100 か所以
上認められますが、どこに変異が生じるかを事前に予
測することはできないので、両親と子供の DNA 配列
を全て解析して比較する必要があります。次世代シー
ケンサーなら、この解析ができるわけです。
　私たちは、統合失調症や自閉スペクトラム症の患者
さんで認められる突然変異を網羅的に検出し、そのデー
タのバイオインフォマティクス解析を行いました。そ
の結果、間違いなく病気と関連する遺伝子をいくつか
同定することができました。現在は、ゲノムデータを
さらに詳細に解析して、疾患リスクを予測したり病態
解明のヒントを得たりするための人工知能を用いた研
究などを行っています。また、同定された遺伝子の突
然変異がなぜ病気の原因となるのかを、動物モデルで
調べる研究も進めています。

　「研究の好きなところは何ですか？」
　キーワード的には、工夫のしがいがあるところと、
透明性・再現性といったところです。
　繰り返しになりますが、次世代シーケンサーを使う
と、DNA 配列の個人差を網羅的に検出することができ
ます。これは大きなメリットなのですが、一方で膨大
な情報が得られるので、適切な統計処理を施さないと
本物の原因遺伝子を同定することはできません。また、
ゲノムの網羅的データを、例えば脳で発現している遺
伝子の網羅的データと上手く組みあわせて解析すると、
疾患に関連する脳部位や細胞の種類を推定することが
できたり、時には予想外の新しい知見が得られたりし
ます。いろいろなデータを組み合わせて工夫をしない
と真実にたどり着けないし、逆に言うと工夫次第で面
白いことが分かる、というのが好きなところですかね。
　それともう一つ、バイオ系の実験には結果のバラツ
キがつきもので、同じ（はずの）実験でも違う人がやっ
たらデータが異なるということがしばしばあるのです
が、DNA の解析はそういうことが少ないのも良い点で
す。さらに、DNA 配列データを取得した後の解析はコ
ンピュータ上で行うので、これも同じプログラムで解
析すれば、基本誰がやっても同じ結果が返ってきます。
最近は、DNA 配列の生データや解析プログラムを論
文と一緒に公開して、第三者が検証したり再利用した
りできるようにすることも一般的になってきています。
今やっている研究は、こういった透明性や再現性が担

 保されており、結果は統計解析に基づく確率として出
てくるので、客観的な判断をしやすいというのも好き
なところですね。

　「ところで病気に限らず性格とか心に関連することは
遺伝子でどのくらい決まるのでしょうか？」
　ゲノムがほぼ同じである一卵性双生子と、ゲノムが
半分共通な二卵性双生子の比較研究などから、例えば、
好奇心、勤勉さ、社交性、協調性、神経症的傾向といっ
た性格傾向に遺伝要因が関わることが示されています。
影響も決して小さくはないと考えられ、半分ぐらい遺
伝要因で説明されるという計算もあります。ただし、
こういった性格傾向には極めて多数の遺伝子が関与し、
一つ一つの DNA 配列の個人差の影響は決して大きく
ないと考えられています。
　また、ある病気のリスクが、一般的には長所と考え
られる特性や、憧れを持たれることが多い芸術系の職
業と関連することを報告する研究もあります。
ですから、ゲノム要因が影響する病気、性格傾向、そ
の他の社会的因子はたくさんあるけれど、それを良い
悪いと二分法的に捉えることはできないし、するべき
ではないでしょう。また、ゲノムがほぼ同じ一卵性双
生児でも片方だけ病気にかかったり、だいぶ性格が異
なるようなこともしばしばあるので、あくまで参考程
度というのが現状です。言い換えると、未来は本人の
努力、環境、治療、運次第で大きく変わりうるものだ
と思います。もしラプラスの悪魔が実在するとしたら、
その限りではないかもしれませんが（笑）

　「研究と精神科医としての仕事の両立は、いかがです
か？」
　なかなか簡単ではないですね。どちらも勉強しない
といけないことが多いですから。どちらかを究めよう
と思ったら、どちらかを捨てないといけないのかもし
れません。ただ、私自身の経験として、どちらも究め

るというほどではないがそこそこ知っている、という
「人財」もけっこうニーズがあるのだな、と感じてい
ます。それぞれのスペシャリストが言っていることを
理解し、相互に翻訳して、建設的な議論に結び付ける
ことができるので。そういうジェネラリストとしての
道を究めるというのも一つのアプローチかなと思って
います。あとは、やっぱり実際に困っている患者さん
やご家族を目の当たりにすることは研究へのモチベー
ションにつながりますから、可能な限り診療は続けて
いこうと思っています。

　「ご趣味はありますか？」
　最近はあまりやる時間がないのですが、昔はゲーム
を良くやっていました。特にロールプレイングゲーム
とか、シミュレーションゲームですかね。どちらも、色々
なキャラクターや戦略を上手く組み合わせ、工夫をす
ると有利にゲームを進めることができる、という点は
私が今やっている研究に似ているかもしれません。
こ の あ た り は、 私 の 研 究 室 の HP（ https://mppd-
takatalab.com ）に詳しく書いた記事があるので、ご興
味がありましたらぜひご覧ください。

　「愛読書について教えてください」
「進撃の巨人」という漫画を挙げさせていただきます。
この漫画は、まぁざっくり言うと、人類は圧倒的な力
を持つ巨人から身を守るために巨大な壁を築き、その
閉鎖されてはいるものの安全な空間で過ごしていたが、
突如現れた超大型巨人によって壁が破壊され…という
話です。
　この話の中で、巨人と戦ったり、市民を守ったりす
るために人類は軍隊を組織しており、その中には「憲
兵団」、「駐屯兵団」、「調査兵団」という 3 つのグルー
プがあります。憲兵団は、王様の近衛兵的な組織で、
政治的な権力があり、安全な内地での勤務なので最も
人気があります。駐屯兵団は、巨人から人類を守るた
めの巨大な壁の警護や補強が主な仕事で、ある意味ルー
チンワーク的な作業といえるかもしれません。また三
つの兵団の中では最も人数が多いです。最後の調査兵
団は、人類にとって未知の存在である壁の外の世界と
巨人の調査を行う組織です。壁の外の領土の奪回や、
巨人の根本的な倒し方の解明が大目標ですが、壁外で
はいつ巨人に襲われるか分からないので不眠不休で活
動することもしばしばありますし、戦死率も高いです。
　では、この 3 つの中で、主人公たちがどの組織に属
しているかというと、本編を読まなくてもだいたい分

かると思いますが、調査兵団です。そして、この調査
兵団の仕事 −必ずしも楽ではないけれど、誰も知らな
いことを解き明かし、より良い生活を実現するための
革新を目指す− というのは、まさに研究者のそれとよ
く似ているのではないかと思います。そういう自分自
身の仕事や価値観を投影しながら読める部分と、あと
は設定の緻密さ、伏線回収の上手さ、登場人物の魅力
とかもあり好きな作品です。まだ完結していないので、
最後に裏切られるかもしれませんが（笑）

　「最後に読者へのメッセージをお願いします」
　研究者というのは、好きなことを仕事にしながら、
自分自身を物語の主人公として生きることができる職
業の一つなのではないかと思っています。実際に、小
学生がなりたい職業ランキング（進研ゼミ小学講座調
べ）を見ると、上位は今話題の YouTuber を含めて、
好きなことと仕事が一致していますよね。男子小学生
の上位ランキングには、研究者・科学者が入っていま
すしね。日本の研究力の国際的地位は、昨今低下が顕
著であり、はっきり言って大ピンチなのですが、研究
に興味がある読者には、この窮地を救うために一緒に
戦っていただきたいですね（笑）もちろん、敵は他の
国ではなく未解明の現象や病気なのですが。また、女
子のランキングに研究者・科学者が入っていないので、
さらにその魅力を伝えて行きたいと思います。未知の
世界を解明するためには、研究者にもダイバーシティ
が必要ですから。特にバイオインフォマティクス研究
は、腕力はいりませんし、比較的時間に自由が利くの
で女性にもおすすめかもしれません。

■ 取材日：2020 年 10 月 21 日　



Keita Endo, Yoshiko Tsuchimoto and  Hokto Kazama. 
"Synthesis of conserved odor object representations in a random, divergent-convergent network." Neuron 108, (2020).

知覚神経回路機構研究チーム　チームリーダー

風間 北斗 , Ph.D.　

人生のあちこちに散らばる選択が自然と一つの道につ
ながることがある。選択が信念に裏打ちされた時、そ
れは必然のルートのように映る。

「いつも外で遊んでいるような子どもでした。中学、高
校と進むにつれ、自然界の『なぜ』『どうして』を知り
たくて、物理に興味を持つようになりました。物理学
者の父の影響もあるかもしれません」ビッグバン、ブ
ラックホール…スティーブン・ホーキングの本を夢中
で読んだ青年時代。自然現象をシンプルな式で表す様
に憧れ、大学では物理学科に進んだ。ところが大学院
に進むにあたって「物理でいいのか？」と。

一生をかけるクエスチョン
「大学 3 年生の時に、イグノーベル賞を 2 度受賞した
中垣俊之先生の研究がゼミで取り上げられました。ア
メーバのように動き回る、単細胞の粘菌の研究です。
ちぎっても死なないのですが、迷路の入口と出口に餌
をおいて粘菌を敷き詰めておくと、最短ルートだけに
沿って粘菌が残る。単細胞なのになんて能力なんだ！
と衝撃を受けました」

物理学にはニュートン、アインシュタインといった時
代の才能による知の遺産がある。「すでに美しく構築さ
れている体系を僕などがいじっていいのか、一生をか
ける謎は残されているのか」と悩んだ末、行きついた
のが脳だった。単細胞の粘菌ですら思考能力を持つか
のように行動する。数多の細胞が織りなす脳ともなる
とその機能の全容は計り知れない。脳の細胞「ニュー
ロン」の間を飛び交うのは 0、1 のデジタル信号で、
数学や情報理論も使える。確信に近かった。「僕の根っ
こにある物理っぽい思考を大事にしながら一生をかけ
られるクエスチョンは脳にある」と。
風間は神経科学に転換し、小さなショウジョウバエを
使って、ニューロン同士の情報交換の場である「シナ
プス」ができる仕組みを研究した。「もちろん最終的に
は自分自身の脳を理解したい。でもヒトの脳機能は、
分子などミクロな仕組みはわからないまま研究されが
ちです。逆に動物や細胞を使って、シナプス、分子といっ
たミクロの世界の法則から脳を解明する方法もあって、
こっちの方が僕にあっていた。物理学者の夢は、この
世界をたった 1 つの原理で説明することですが、分野
を変えてもこの夢は同じです」

「f ( 物理 , 粘菌 ) = 脳」

匂いの回路を極める
物理学では一定数以上の原子や分子が集まると、1、2
個の時とは全く違った振る舞いをすることがある。脳
でも同様で、ニューロンが集まり回路になると、意識
など質的に異なる機能が生まれる。こうしたメカニズ
ムに迫るためには、神経回路を理解する必要がある。
風間はその中でも、入力部から脳高次機能の中枢であ
る皮質まで最短ステップで到達できる、匂いの神経回
路に着目した。

「ヒトでは、鼻の中のニューロンが匂いを捉え、鼻腔の
奥にある骨に空いた小さな穴を通って脳内へ突起を伸
ばし、嗅球という領域に到達します。そこでシナプス
を介して情報を受け取った細胞は早くも皮質へと投射
する。当時、これらの３地点をつなぐルートは分かっ
ていたんですが、各地点でどのような計算がされてい
るのかは不明でした」ハエの嗅覚回路でも、触角から
触角葉、そしてキノコ体、と構造の名前こそ異なるが、
つながり方や役割はヒトとほとんど同じである。「それ
ならばよりシンプルで様々な研究ツールが揃っている
ハエで研究しよう」風間はそう心に決め、博士号取得
後ハーバード大学に留学した。

“匂いラベル” のその先
匂い情報はニューロンの活動パターンとして「符号化」
されている。留学先のラボでは、それぞれの匂いに “匂
いラベル” を貼るように、様々な匂いに対するハエの
嗅覚回路の活動パターンを調べていった。その過程で
符号化の仕組みはわかったものの、「この匂いラベルが
ゆくゆくどのように役立つのか？」という疑問がわい
てきた。
匂いラベルを読み取って、ハエはどうするのか。ハエ
はリンゴとバナナを嗅ぎ分けつつ、どちらも食べ物だ
から寄って行く。つまり匂いを認識したその先で、判
断し、意思決定する。この一連のメカニズムを解明し
たいという想いで風間はラボを立ち上げ、これまでに、

嗅覚一次中枢である触角葉の活動パターンから、ハエ
がとる行動を予測することに成功してきた。「では一体、
その間にある嗅覚二次中枢キノコ体ではどんなプロセ
スが？というのが今回の仕事です」

匂いオブジェクト
例えばカレーには家庭やお店によって少しずつ違うス
パイスや材料が入っている。しかしどれも嗅いだ途端、
我々はカレーだと認識できる。これは脳内においてカ
レーという “匂いオブジェクト” に固有の神経活動が
引き起こされるためだとされているが、その実体はま
るで分かっていなかった。「僕らはハエのキノコ体に詰
まった 2,000 個全てのニューロンの活動パターンを見
ることで、匂いオブジェクトの脳内表現を明らかにで
きるのではないかと考えました」
なぜキノコ体なのか。「例えばバナナはいい匂いですが、
食べに行くたびに天敵に会えばその匂いを避けるよう
になる。こうして匂いオブジェクトと体験をつないで
記憶するのがキノコ体です。そのためにはキノコ体に
到達するまでに匂いオブジェクトを生み出す計算は終
わっているだろうと考えたんです」
風間らは実際にキノコ体において匂いオブジェクトの
脳内表現を発見し、それを生み出す計算式も見出した。

「思い切って単純化すると、例えばカレーならクミンや
コリアンダー、カルダモンという構成要素の匂い情報
が１つのキノコ体ニューロンに同じタイミングで入っ
てきて計算されると、カレーの匂いオブジェクトが生
まれるということです」

ヒトの匂い体験の解明を目指して
嗅覚に関しては、ハエを突きつめればヒトのこともか
なりわかる、と風間は言う。「でも、知覚は主観的なん
です。感じたことを報告してくれないという意味では、
ハエもマウスもどの動物も同じ。だからより高度な匂
い体験のメカニズムを研究するなら、いつかヒトにチャ
レンジしたいという思いがあります」気分を高揚させ
る、鮮やかな香り。懐かしい過去にしばしタイムスリッ
プさせる、ほのかな香り。そんな生き生きとした体験
がなぜ起こるのか。脳という驚きの生命現象のメカニ
ズム解明―風間が歩む必然のルートはつづく。

■ 取材日：2020 年 11 月 12 日　
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Kimiya Narikiyo, Rumiko Mizuguchi, Ayako Ajima, Momoko Shiozaki, Hiroki Hamanaka, Joshua P. Johansen, Kensaku Mori &
 Yoshihiro Yoshihara. "The claustrum coordinates cortical slow-wave activity." Nature Neuroscience, 23(6), 741-753 (2020).

システム分子行動学研究チーム　チームリーダー

吉原 良浩 , Ph.D.　　

セレンディピティ ー偶然の発見。この甘美な響きには
科学者でなくとも心惹かれる。しかしそれは簡単に訪
れるものではない。

その日吉原は、ラボメンバーの一人の報告に耳を傾け
ていた。彼女は嗅覚回路の一部で特定のタンパク質を
作らせることのできる遺伝子改変マウスを何種類も確
立し、嗅覚研究に活かせる系統を探していた。「脳の不
思議なところに蛍光タンパク質が見られるだけで嗅覚
回路には全く出ない系統があるので、候補から外して
いいですか？という相談でした」吉原は振り返る。「見
ると確かに大脳皮質の下の薄っぺらい領域が光ってい
た。見た瞬間にひらめいたんです」

謎だらけの脳領域 “前障 Claustrum”
以前に吉原は、DNA の二重らせん構造の発見者の一
人、フランシス・クリックの著書『DNA に魂はある
か−驚異の仮説』を読んでいた。この中でクリック
は、大脳皮質の下に隠れている薄いシート状の “前障
Claustrum” が人間の「意識」を生み出すのでは、とい

う大胆な説を主張していた。「読んだ時に漠然と面白そ
うだなと思ったのが、頭の片隅にあった。あれ？と思っ
てマウスの解剖学の本と照らし合わせると、位置とい
い、形といい、まさに前障でした」
クリックの仮説は、前障が大脳皮質のほぼ全域と繋がっ
ているという解剖学的特徴のみを根拠にしていた。大
脳皮質に隣接する前障は、そこだけ切除したり刺激し
たりすることが難しく、機能的な裏付けとなる研究は
ゼロだった。偶然見つけたこの遺伝子改変マウスを使っ
て前障の神経活動をコントロールすれば、謎に包まれ
た前障の機能に切り込むことができる。

「前障はどんな時に活動するのか、まずそこから始めま
した」狙いを定めたニューロンに特定の波長の光に反
応する特殊なタンパク質を作らせ、そのニューロンを
活性化したり抑制したりできる「光遺伝学」という技
術を駆使し、吉原らは前障の活動を記録した。「前障
のニューロンを光で操作できるようなマウスを使うと、
前障のニューロンだけが光に応答するのでどれが前障
の信号かわかるんです」例えば学校の教室で生徒たち
のおしゃべりを録音したとして、途中でサッカー部員

だけに返事をしてもらって声を標識すれば、大勢の声
の中からサッカー部員の声を抽出できるような仕組み
だ。「面白かったのは、前障のニューロンはマウスが寝
ている時、特に睡眠中にスローウェーブと呼ばれる脳
波が出ている時に活動が高かったこと。それで次に、
この前障のニューロンを人為的に興奮させてみたわけ
です」

休符を奏でるオーケストラの指揮者
記憶や思考、運動、知覚など様々な機能を担うために、
大脳皮質では常に多数のニューロンが活動している。

「ところが前障のニューロンを 1/1000 秒くらいの光
でポンと刺激し活性化すると、大脳皮質のニューロン
の活動が一斉にピタッと止まって、その後またわーっ
と同期して活動が始まる、という現象が見られた。ま
るで、シンフォニーを奏でる大脳皮質というオーケス
トラが前障のタクトでピタっと止まって、しばらくし
てまた音楽が鳴り始めるような感じです」

大脳皮質はマルチタスクで働く。私たちが何気なく散
歩をしていても、視覚、聴覚、嗅覚、体性感覚、運動
など、いくつもの機能が並行して働いている。しかし、
通りの看板をよく見ようとしたり、青信号の点滅で駈
け出すその時々で、視覚や運動といった特定の機能に
注意がむけられる。「前障には注意を向けようとする
大脳皮質の領域を活性化する役割があるのでは、とも
考えられていた。でも僕らの研究から、前障は大脳皮
質のニューロンを活性化するのではなく、一時的にサ
イレントにすることがわかった。なぜサイレントにす
るのか、まだ答えは出ていない。でも今回、大脳皮質
のニューロン集団が前障の活動によってサイレントに
なった後、一斉に同期して活動し始めることも見出し
ています。ニューロン集団の同期は記憶の固定化など、

脳の重要な機能に関係している。もしかすると、前障
は大脳皮質のニューロンをリセットし同期させてこれ
らの機能を支えているのかもしれない。この辺りの仮
説の検証は、これからです」

面白い方へ流されて、とことんはまる
嗅覚研究の最前線を走る吉原にとって、嗅覚に関係の
ない、しかも機能が全く不明の前障の研究に乗り出す
ことはリスクでもあったはずだ。不安はなかったのか。

「不安よりも好奇心が勝った。昔から面白い、と思うと、
とことん突き進んでしまうところがあるんです」
小学 5 年生の時、夏休みの研究発表が素晴らしかった
人には「博士号」をあげます、と先生が言ったことがあっ
た。「僕は燃えてしまって。宇宙について本を読んだり、
１か月半くらい調べあげ模造紙 5 枚にまとめて宇宙博
士になれた。嬉しくて、次々に色々な博士号をとった
んです。思えばこれが研究者を志した原点かもしれま
せん」吉原は笑う。「中学ではアメリカのヒットチャー
ト Billboard の Top100 を毎週折れ線グラフにしてずっ
と記録していた。色鉛筆 24 色でも足りなくて、色を
混ぜたり工夫して。誰に見せるでもなく、大学 2 年ま
で続けました。面白いと思ったらとことんやる、変な
子どもでした」
吉原は薬学部へ進学したが、途中で生物の面白さに目
覚め、大学院では痛み物質を研究する。「学位取得後、
新設された大阪バイオサイエンス研究所に入って、脳
における生理活性物質の生合成の研究をしていました
が、隣の実験台にいた森憲作先生に嗅覚研究の面白さ
を繰り返し刷り込まれて、気がついたら嗅覚研究にどっ
ぷりはまっていました」

「面白い」に耳を傾ける、そして本当に面白いと思った
らとことん突き詰める。こんな研究人生に新たに「前
障」という謎が加わり、吉原は大きく方向転換しよう
としている。「Claustrum はラテン語で奥まった隠され
た場所という意味。隠された脳機能を解き明かすわく
わく感があります。もちろん将来は意識に切り込みた
い。未踏の領域ですが、また面白い方へ流れていけれ
ばいいですね」

著名な微生物学者ルイ・パスツールは「偶然は準備さ
れた心にだけ訪れる」と言った。流れに身を任せてい
るようでいて、吉原の心には「解き明かすべき真理は
何か」という問いが、いつも準備されている。

■ 取材日：2020 年 12 月 9 日
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「観察という領域では、偶然は準備された心にだけ訪れる」
Dans les champs de l’observation, le hazard ne favorise que les esprits préparés. 

ルイ・パスツール　1854 年リール大学学長就任演説より



New Principal Investigator

長井 淳 , Ph.D.
チームリーダー

グリア−神経回路動態研究チーム

「グリアという謎多き脳細胞の役割を解き明かし、
疾患の治療にパラダイムシフトを起こす」

ナガイ ジュン ■ 茨城県出身。早稲田大学大学院生命医科学専攻 博士（理学）取得修了。日本学術振興会特別研究員、カリフォルニア大
学ロサンゼルス校研究員を経て、2020 年 7 月より現職。信条は、「競争し共創する」。

■ 2 度のアメリカでの経験が研究人生を大きく変えた

「研究者になろうと決意したのは何がきっかけで、いつ
頃ですか？」

子どもの頃から、研究によって０から１を生み出すこ
とに魅力を感じていました。ただ、実際に研究を続け
ようと強く意識したのは、修士課程の時に UCLA に
留学した後ですね。留学の面接選考で「研究ビジョン
あります！こんな事出来ます！」とアピールして、い
ざ留学先に足を踏み入れてみたら、周りの大学院生が
みんな驚くほど優秀で研究に対する意識が高かった。
キャリアプランがしっかりしているし、社会人という
自覚もある。私は全くそんな自覚なくて。教育システ
ム、先端技術、パイオニア精神、どれをとってもそれ
までの環境とは違っていて、欧米が科学を牽引してい
る理由が身に染みて分かりましたね。留学期間は３ヶ
月位だったのですが、毎日毎日打ちのめされているの
に、不思議と辞めたいとは思わなかった。むしろ研究
が好きになって、一生懸命に続けていたら CBS の PI

（Principal Investigator = 研究室主宰者）に辿り着きま
した。そして、世界中にいる優秀な PI と肩を並べられ
るかは、これからです。

「CBS に来る前までは UCLA の Baljit Khakh ラボで研
究していましたね。アメリカでの研究生活はどうでし
たか？」

渡米直後にトランプ政権になって、寛容だったアメリ
カ社会が変わったと思うのですが、コロナ禍、大統領選、

「Black Lives Matter (BLM)」の抗議運動をとおして、
社会の分断が深まっていく過程を目の当たりにしまし
た。でも、Bal ラボは人種や文化がかなり多様でお互
いを尊重し合う環境でした。実社会で分断と多様性を
同時に経験したからこそ、脳科学としての認知研究に
興味が湧いたし、脳科学が相互理解を読み解く可能性
があるのではないか？と真剣に考える様になりました。
毎日の研究は予想以上に刺激的で、これほど幸せな気
持ちで仕事が出来るとは思っていなかった！それは、
メンターである PI の Bal のおかげです。Bal とは席が
隣同士で、カーテンしか仕切りがないから「実験はど
う？」ってニコニコしながら一日に何回も何回も聞い
てくるんです。私も逐一実験報告するのが楽しくて。
厳しい面ももちろんありましたが、PI が直接実験を教
えてくれる上に恒常的にディスカッション出来る最高

の環境でした。
渡米する頃、日本でもアメリカでも様々な理由で科学
への信頼が社会的に揺らいでいると感じていたのです
が、その不安を Bal ラボは取り除いてくれた。Bal は「実
験結果に正直であれ。考えたとおりに結果が出るか誰
にも分からない、だからこそやる価値がある」という
方針でした。それが一番最初のミーティングで言われ
た事で、「正しいところに来たな」って思いましたね。
つまり、近道を見つけることばかりに目を奪われ、真
実を追究することを忘れてしまってはいけないという
事ですね。

■アメリカの自由と多様性はビールにも宿る

「研究でお忙しいと思いますが、趣味はありますか？」

クラフトビールの飲み比べです！カリフォルニアには
マイクロブルワリーが沢山あって、週末になるとビー
ルを飲むためにバーを訪れていたのですが、こんなに
感動的なら自分でも作りたいなって思って。アメリカ
はお酒を作るにあたっての法令も日本ほど厳しくない
から、1 ヶ月くらいタンクと場所を借りて、マンゴー
と一緒に発酵させてホワイトエールを作りました。
フレーバーとか酵母とか、コンビネーションが無限に
あって面白かったですね。アメリカの自由と多様性は、
ビールからも教わったのかもしれない！

■人生最初のメンターとの出会い

「ところで、ピアノの腕前がプロ級という噂を耳にした
のですが…」



いことが分かってきたんです。グリア細胞はもともと
神経を物理的に支えるだけのサポート役だと思われて
いたのですが、もっと積極的に脳ネットワークで働い
ていることが最近報告されています。
正確な数は分かりませんが、ヒトの脳細胞の 40％位が
グリア細胞と言われています。グリア細胞の中でも一
番数が多いのがアストロサイトなので、これは無視出
来る存在ではないですよね。しかも、1 つのアストロ
サイトから突起が 10 万個くらいのシナプスに接して
います。でも、何をしているのか良く分かっていなく
て謎だらけなんです。
神経細胞の研究は、これまでの研究結果の蓄積があっ
て研究ツールも揃っています。グリア細胞の研究は労
力も時間も倍以上掛かります。ツールの開発から始ま
りますし、グリア細胞のみならず神経細胞も同時に調
べますから。しかもグリア細胞は脳領域によって性質
が異なります。
分からない事だらけなのに、それでもなおアストロサ
イトを研究したいという理由は、神経細胞の研究だけ
では理解出来なかった脳機能の仕組みや疾患治療の解
明に繋がると信じているからです。
Bal ラボでは、アストロサイトの活動を自在に活性化
したり、不活性化したりする技術を世界に先駆けて発
表しました。この技術を使って、運動や認知機能に関
与するとされている線条体のアストロサイトを活性化
すると、教育の場でもたびたび話題になる「注意欠陥・
多動性障害（ADHD）」に似た行動をマウスで引き起こ
すことが分かりました。また、手が汚れているから洗
わなければ、というような強迫観念にかられて生活に
支障が生じる「強迫性障害（OCD）」という疾患があ
りますが、線条体のアストロサイトを不活性化すると
この OCD の様な行動をマウスが引き起こすことを明
らかにしました。私たちの研究結果によって、グリア
細胞からのアプローチによる精神疾患の予防や治療の
ヒントが見つかったと言えます。

■研究におけるセレンディピティは “ただの偶然” で
はない

「Bal ラボで発表した最近の論文は、神経変性疾患（ハ
ンチントン病）に関する研究ですよね？」

10 月 20 日に “Neuron” に掲載された論文は、私と同
僚の合作です。でも実は、ラボの中で別々に進めてい
たプロジェクトだったんです。

4 歳からはじめたのですが、中学 2 年生位までずっと
自分はピアニストになるんだと思っていました。年に
１、２回コンクールに出場してトロフィーを手にする
と嬉しくて。だから夕方 5 時になったら必ず練習を始
めて、食事・入浴で休憩したら夜遅くまでピアノを弾
き続けていました。
子どもの頃からのピアノの先生と、高校生の時から師
事したプロのピアニストのお二人からピアノを習う機
会に恵まれたのですが、レッスンだけじゃなくて音楽
や進路について真剣に話す時間があって、思い返すと
ピアノの先生方が人生最初のメンターだったと思いま
す。
ピアノの練習って、当たり前ですが１曲弾き終わった
ら又最初から弾く。繰り返し繰り返し弾いて、「ちょっ
と伸びたけどまだ足りない。何故か？」っていう問い
掛けを続ける。信頼出来るメンターに相談しながら、
根気よく努力を続けていくことが大切ですが、ピアノ
における練習は研究における実験と似ていると思いま
す。
ピアニストにはならなかったけれど、ピアノにまつわ
る経験は、今の私を形成する重要なパーツです。

■謎多き星形の細胞、アストロサイト

「脳科学で着目される細胞と言えば真っ先に頭に浮かぶ
のは神経細胞ですが、渡米後アストロサイトというグ
リア細胞を研究する様になったのはなぜですか？」

アストロサイトが謎に包まれていて、滅茶苦茶魅力的
な細胞だからですね。脳の中では、シナプスというつ
ながりを通じて神経細胞同士が情報をやりとりしてい
ます。でも、神経細胞だけでは情報がうまく伝わらな

同僚は、様々な病態モデルマウスでアストロサイト遺
伝子の動きを調べていました。一方、私はアストロサ
イトの遺伝子を動かして、ハンチントン病モデルマウ
スの症状が悪化するか改善するかを調べる実験をして
いました。お互いにとってサイドプロジェクトだった
ので、細かいアップデートは共有されていませんでし
た。
ある時、ラボミーティングで同僚が、「アストロサイト
の遺伝子をこんな風に動かしたらハンチントン病が治
るかもしれない」と仮説を打ち出して、興奮した様子
で発表しました。ラボ全体が「それは面白いかもね！」
とざわめいた中で私だけが黙り込み、でも気分は高揚
していました。打ち出された仮説を検証する実験は、
まさに自分のサイドプロジェクトとしてやっていたこ
とで、ちょうど結果が出た実験だったのです。同僚の
発表が終わり、私が前に出てプレゼンをする番になり
ました。「さきほどの仮説の検証結果を発表します。さ
きほどの発表のとおり遺伝子を動かすと、ハンチント
ン病の症状が改善します」と話しました。同僚も Bal
も驚きで言葉を失っていました。つまり、数分前に提
示された仮説が、その場で検証されたわけです。「なん
ていう運の巡り合わせなんだ！」と、ラボメンバー全
員で感動を分かち合いました。
後日、Bal はその時のことを振り返って、「こういうセ
レンディピティは稀に起こる。そういうものは、得て
して本物だ」って言ったんですが、その瞬間、真理の
うちのひとつに辿り着いた気持ちになりました。

■自分を研究へと駆り立てる理由

「以前取材した際（2019 年 5 月 31 日 CBS Instagram
掲載）、『なぜ研究をするのか？』という問いかけに、『難
病を治したいから研究をするのだ』と答えていました
が、手応えはありますか？」

まず、なぜ現在の医療で治療が難しい病気を治したい
のか？という理由ですが、物心ついた頃から脳という
単語を知っている様な環境で育ったからです。私が脳
科学の研究を続けるモチベーションは、幼い頃の環境
が影響しているからかもしれない。ちょっとだけ脳に
問題があると人は変わるし、そういう人を見つめる私
も脳で認知している。綺麗事かもしれないけれど、最
低限お互いが分かり合おうと思う世界になって欲しい
と強く願っている。だからこそ、グリア細胞の研究を、
これまでとは全く違う視点からの医療に繋げたいとい

う思いがあります。つまり、認知や精神の疾患治療に
おけるパラダイムシフトを起こしたいですね。それは
本気で狙っているし、人生を賭ける意味がある。
私の研究が社会に貢献できる可能性はどんどん高く
なっていると思う。その一方、研究成果を診断薬や治
療薬に繋げるにはまだまだ乗り越えなくてはならない
ハードルがたくさんある。でも時間は限られているか
ら、蛸壷的な研究者にならない様、色々な分野の人と
話す機会を増やしています。自分とは違うフィールド
と組み合わせて進めて行かないと、私が生きている間
に研究を医療に活かすというゴールに到達しないので
はないかと思いますね。だから、凄く長生きしたいん
です！

■コロナ禍だからこそ伝えたい “大切にしたい事”

「最後に、読者にメッセージをお願いします」

今、コロナ禍で友達作るのが難しかったり、授業がオ
ンラインだったり、環境が激変して学生さんは大変で
すよね。でもそんな今だからこそ「一次情報を自分の
目で見て、自分で解釈して、自分の考えを作るってい
うことが一番大切」だと思います。オンライン化が劇
的に進んでいるからこそ、一次情報を見定めることが
大事だと感じますね。
まず「生データ」を見て、データを信じられるかどう
か常に自分自身に問いかけて、最後に真理に辿り着く
のが研究だと思っている。でもそういう一連の作業は
研究者だけに必要なことではなくて、今を生きる私た
ち全員に必要なことなのではないかと思います。

■ 取材日：2020 年 12 月 16 日



風間 北斗 , Ph.D.　
知覚神経回路機構研究チーム　
チームリーダー

『ホーキング、宇宙を語るービッグバンからブラック
ホールまで』
スティーヴン・W・ホーキング 著
林一 訳
早川書房 1989 年
"A Brief History of Time: From the Big Bang 
to Black Holes"
Stephen W. Hawking
Bantam Dell Publishing Group 1988

「ビッグバンはあったのか、ブラックホールは存在
するのか。すごく平易な言葉で説明する名著で、
物理の魅力の虜になった一冊として記憶に残って
います」

『分子生物学はどこまで生命の謎を解けるかー
精神と物質』
立花隆、利根川進 著
文春文庫 1993 年

「1987 年ノーベル医学生理学賞を受賞し、理研
CBS の前身、理研 BSI のセンター長も務められ
た利根川博士が、明快かつ独創的な力強い言葉で、
研究とは何か、サイエンティストはどうあるべき
か、教えてくれるバイブルのような本です。スマー
トな方法よりも確実な答えを、とか、科学に二度
同じ発見はない、とか名言がつまっています。読
んだ当時高校生だった私は、後に利根川博士の下
でラボを率いることになるとは夢にも思っていま
せんでした」

研究者の本棚

長井 淳 , Ph.D.
グリア−神経回路動態研究チーム
チームリーダー

『情動はこうしてつくられるー脳の隠れた働きと構成　　
主義的情動理論』
リサ・フェルドマン・バレット 著
高橋洋 訳
紀伊國屋書店 2019 年

「タイトルに惹かれて、ふと手に取った本です。感
情は反射的にあらわれるのではなくて、脳が積極
的に作っている、という著者の仮説が新鮮です。
感情に振り回されるのではなく、うつろう人生を
効果的に生きるために感情を使おう、という斬新
な論意です。議論を呼ぶ内容ですが、何回読んで
も面白いと思う本です」
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■ アンケートにご協力ください
「CBS マガジン _×_Brain」創刊号をお読みいただき、
ありがとうございます。下記 QR コードよりアンケー
トにご回答いただいた方（先着 50 名様）に、RIKEN 
CBS オリジナル「紙クリップ」を送付いたします。み
なさまのご意見・ご感想をお待ちしております。

＊ 2021 年 9 月 30 日締め切り。お一人様一回まで。
＊ RIKEN 関係者はご遠慮ください。


