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　どうもありがとうございます。こんにちは、こうして皆

さんの前でお話ができることを大変光栄に存じており

ます。エコテクノロジーの未来についての私の見解の

一部をお伝えするために本田財団が再びお招きくだ

さったことに対して、本当に心から感謝しております。

　ご存知のようにCO2という微小な分子について、私達

は数多くのことを考えています。気候や環境などに影響

を及ぼし、地球温暖化を引き起こすと予測されているか
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フランス・ニューロスピン（NeuroSpin）超高磁場MRI 
研究センター所長

デニ・ルビアン

らです。もちろんこれらの気候変動は、例えば台風のよ

うな形で水にも非常に大きな影響を及ぼします。今日私

が皆さんにご説明したいのは、このことについてです。

　この講 演では主にもう一つの微小な分 子である

H2O、つまり水に着目します。「ブルー・ゴールド」として

知られる水はもちろん非常に美しいものですが、ご承知

のとおり地球上の生命にとって極めて重要な存在であ

生物学と医学における水分子エコテクノロジー
ライフ・フロンティア
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るということを、皆さんに再認識して頂きたいのです。

そして水は皆さんが考えるよりもさらに重要でさえある

ということを、これからご説明します。

　水は生命と常に関わってきました。私達の誰もが

知っているように、水なしにはどんな生命も存在でき

ません。世界のほとんどの都市は河川や海など、水の

ほとりに建設されてきたのであり、もちろん日本におい

ても例外ではありません。

　悲しいことに、水は死とも関係のあることがありま

す。たとえば水が不足すれば、もちろん酷い状況になり

ます。しかし注意を怠っていれば将来本当にそうなって

しまうかも知れません。津波や洪水のように水の過剰

も良くありません。水は非常に小さな分子ですが大き

な力を持っており、無慈悲な破壊を引き起こしうるので

す。よって私は、もちろん二酸化炭素もとても重要です

が、今世紀においては水のほうがより大きな役割を果

たすのではないかと思っていますし、水を得るために

争いが起こるかもしれません。

　しかし、水ならすべて同じという訳ではないでしょ

う。私は幸運にもときどき京都で生活する機会がある

のですが、京都において水はとても重要な存在です。仏

教において水が神聖な価値をもっていることは、偶然

ではないと思います。ほとんどの宗教思想に水が取り

入れられているのは、人間は水との間に非常に強い結

びつきを必要としているからではないでしょうか。そし

てもちろん京都の水はとても良質で、美しい着物やおい

しい日本酒を作ることができます。これで水が重要であ

るということは、ご納得いただけたかと思います。

　水はとても不思議な分子です。今日完全には説明で

きない様々な興味深い特性をもっています。もちろん、

水が沸騰する温度は100ºCで凍結する温度は0ºCであ

ることはよくご存知かと思いますが、私はある非常に
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特殊な特性を指摘したいと思います。氷は、浮くべきで

はないのに水に浮くのです。他の分子なら、個体化す

れば液体の底へと沈みます。

　残念なことにこの特性は、例えばタイタニック号の

事故のような大きな悲劇の原因でもあります。しかし、

ウイスキーの中の氷はなぜ浮いているのかを説明する

ものでもあるのです。なぜでしょう？それはまだ明らか

になっていません。

　もう一つの非常に重要な特性は、水は温度の制御に

とても役立つということです。私達が夏場にたくさん汗

をかき、乳幼児が熱にとても敏感のはそのせいです。

なぜなら乳幼児は肌の表面積が広く水分がより蒸発す

るので、蒸発が過度になると危険になりうるのです。

　たんぱく質やその他の高分子など、私達の体内のあ

らゆる分子にとっても水は非常に重要です。これらの分

子の形状は、水との相互作用によって形成されます。

　これらが私達の知っている事実であり、さらに水と

はH2O、つまり二つの水素と一つの酸素から成ること

も知っています。しかしD.H.ローレンスは、さらに水を

水たらしめる第三の要素があると言いましたが、それ

が何かはまだ分っていません。よって水分子そのもの

が未だに謎のままである、と言わねばなりません。

　水分子についてさらに詳しく見ていきましょう。くり

返しますが、一つの酸素原子と二つの水素原子がある

のです。私はこれを一つの水分子と呼びますが、水分子

は動的であり、あらゆる物は常に動きつづけています。

鮨を例にしましょう。鮨を箸で押すと、魚は死んでいる

のに、またとても新鮮な鮨であっても、水分がにじみ出

て来ます。これはどうして起こり得るのでしょうか？

　ここで、水素結合と呼ばれている現象を思い出す必

要があります。水分子は水分子同士だけでなく魚の中

のたんぱく質ともくっつきやすく、これら全ての水分子

は他の高分子と常に結合しているのです。私達の知る

生命を説明するために、このことは極めて重要です。

水素原子二つと酸素原子が104ºという特別な角度で

水素結合しなければ、地球上に生命は存在しないで

しょう。

　水はしかし、社会的でもあります。単独の水分子とい

うのは存在しません。水分子は何かと関係をもたねば

ならないのです。水分子にはコミュニケーションが必

要です。そのようにして組織化された水分子のネット

ワークの統計を取ってみると、水はH2Oではなくなる

かも知れません。水はH3Oと表現できるかもしれない

と考える物理学者もいます。分子間で水素原子を共有

しているからです。フェイスブックのネットワークと水の

ネットワークを比較してみると、いくつか類似点が見つ

かります。したがって細胞内の水は一つのネットワーク

として組織されている、と見なす必要があります。

　私達が水でできているということも、決して忘れるべ

きではありません。私達の身体の60%〜70%は水でで

きており、脳の75%、あるいは80%は水なのです。つま

り私達は水とともに考えています。これから皆さんにご

説明したいのは、このようなことです。

　それでは磁気共鳴映像法によって人体を、とくに脳を

調査するという私の研究についてお話しましょう。磁気

共鳴映像法またはMRIは、非常に強力な磁石を用いて
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水を磁化する技術です。より正確には水分子の水素原

子核を磁化するのですが、ここでは水と呼びましょう。

　例えばこれは、とても活動的で健康な私の同僚の脳

を垂直にスライスした図です（右上）。灰色の部分と白

色の部分が美しいコントラストを見せており、血管など

の細部も確認できます。これは全て水分子を磁化する

ことで得られた画像ですが、灰色の物質と白色の物質

で異なっています。なぜそうなるのか？それは分かりま

せんが、美しいのは確かです。

　MRIの技術によって、心臓から血管がのびて脳に向

かっている様子や、私達が食べて消化した後に何が起

こっているのか等を観察することができますし、もちろ

ん美しい脳の画像も見ることができます（左下）。しか

しこれは本物の脳ではなく人工の脳、仮想の脳です。

私は脳のアバターと呼ぶこともありますが、この画像は

脳がどうできているのかについて、私達に実に豊富な

詳細情報を提供してくれます。　

　いくつか例をあげましょう。私達の脳はとても似通って

います。人類という種は一つしか存在しないので、私達

全員の脳はほぼ同じなのです。しかし詳しく見ていくと、

この赤い線をご覧ください（前スライド・左図）、これは

脳の運動系に繋がる領域と、後部の感覚に繋がる領域と

の境界です。感覚とは、指に触れたときなどのことです。

　誰もがこのような脳の構造をもっていますが、各部

位の正確な位置やその形には大きな個人差がありま

す。よって私がここで申し上げたいのは、私達はみずか

らの望むように脳を作っているのだ、ということです。

　脳内の非常に小さな領域である海馬は（それほど小

さくもないかも知れませんが）、記憶に関連していま

す。じつは今年のノーベル医学賞受賞者は、このことを

発見した方々なのです。ロンドンのタクシー運転手をみ

てみましょう。彼らはとても優秀なドライバーです。日

本人のタクシー運転手も素晴らしいのですが、研究は

英国人のタクシー運転手について行われました。その

結果彼らの海馬は、タクシー運転手ではない一般人の

それに比べて、大きいことがわかりました（前スライ

ド・右上）。タクシー運転手はナビゲートのために記憶

をよく利用するため、海馬が大きくなったのです。

　ピアニストも同じです。ピアニストをはじめとする

音楽家の脳も、例えば両手をコーディネートさせたり

するのに使われる領域が大きく発達しています（前スラ

イド・右中央）。

　こうした脳の可塑性は、素早く起こるのです。この例

は、毎日 10 分間ジャグリングを教え込まれた若い学生

達の脳です（前スライド・右下）。ほんの数週間後には、

このように脳の一部が発達していることがわかります。

空間位置確認を集中して行わねばならないからです。

　そしてこの現象は、常に起こっています。申し訳あり

ませんがこの講演の終わるころには、私は皆さんの脳

を少しばかり変形させてしまっていると思います。そし

て私の脳も、すでに起きている相互作用のために変形

していることでしょう。

　この図（次スライド）は、脳の形状および構造を示して

います。これから私が画像分解能と呼んでいる、さらに踏

み込んだ内容へと進みます。私達が何かを考えていると

き脳内では何が起こっているのか、私達は見てみたいと

思います。事実、機能と部位の間には関係があることを、
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私達はよく知っています。脳の各部位は何らかの機能を

司っているため、脳を画像化する事ができ、脳のどの部

分が活性化しているのかを見ることが出来れば、脳が

行っている事についての手がかりが得られるでしょう。

　MRIを用いれば今すぐできるのです、いかなる侵襲

的技術※も外科手術も用いることなく脳内の奥深くを

覗きこむことができます。普通の人に磁気の中をくぐっ

てもらうだけで、多くのことを発見できるのです。この

技術を機能的MRIと呼びます。

　皆さんがスクリーンを見ると、目から入って来た画像

情報は脳の後方へと送られ、さらにその情報は脳の前

方へと送られて、スクリーンに映っているものを認識す

ることができます。私のよき友人である小川誠二博士

がこの手法を開発しました。どんな手法なのか簡単に

ご説明させて下さい。

　私達は、脳内の活性化されている領域には血液が多

く流入しているということを知っていますが、分かった

のは1880年代で、随分昔のことです。活性化されてい

る領域には、より多くの血液が集まっています。ところ

で血液が赤いのは血液中の赤血球が原因で、赤血球

が赤いのは、赤血球に含まれている非常に重要な分子

であるヘモグロビンが原因です。

　ヘモグロビンは、肺から脳をはじめとする各組織へ

と酸素を運びます。ヘモグロビン分子には鉄原子が含

まれています。ご想像がつくかも知れませんが、磁石の

強力な磁場によって、この鉄原子を磁化することがで

きます。つまり水だけでなく鉄もあるのです。

　簡単に言うと、脳内の小血管にはとても小さな磁石

が含まれていると見なす必要があるのです。赤血球

は、毛細血管のなかを循環しているとても小さな磁石

だと考えることができます。脳内の毛細血管中におけ

る水分子が血流を感知すると活性化されている領域の

血流量が増加し、結果として水分子の磁化にわずかな

変化が生じます。私達はそれをMRIと精緻なアルゴリ

ズムで検出することができるのです。

　それでは簡単な実験をしてみましょう。目を閉じて、

猫について考えてみてください。あなたの脳の中のどこ

かに猫が見えますが、一体その猫はどこにいるのでしょ

う？本物の猫は存在しません。ここで問題なのは、現実

世界を見るのに使っている脳の領域は、仮想イメージを

見るのにも使われているのか、ということです。

　そこで、次のような実験を行いました。MRIシステム

の磁石の中にいる人に向かって「cat」という言葉を言

※皮膚内への、または体の開口部への器具の挿入を必要とする手技。
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います。日本語で言ってもかまいません。そして被験者

は猫について考えねばならない。40秒後にまた質問を

します。「その猫の耳はとがっていますか？」すると被

験者はまた考えねばなりません。

　これは脳の画像です（前スライド・右）。この後ろの

部分が視覚野で、私達が現実世界を見るときに使う領

域です。この画像は、まさに猫について考えたその時に

水分子の磁化に変化が起こるということを示していま

す。考えるという行為は、水分子の磁化に影響をおよ

ぼすのです。これはとても重要なことです。

　くり返しになりますが、イメージを想像するのに使わ

れたために、この領域の血流量が増加したことが原因

なのです。このとても簡単な実験で分ったことは、現実

世界を見るときにも精神世界を見るときにも、いくつか

のネットワークを共有しているということです。

　次にお話するのは、岡崎国立共同研究機構生理学

研究所の定藤教授が米国にいたときに行った実験で

す。彼は先天的に目の見えない人々、生後ずっと物を見

ることのできない人々に、指で点字を読んでもらいまし

た。その結果、点字を読むことによって彼らの視覚野

が活性化していることを発見しました。

　これは素晴らしいことです。この実験結果は、私達

は脳を設計されたのとは違うやり方で使っても、違っ

た方法でなんとか使うことができるということを意味

しています。私の考えでは、視覚野には現実の映像と

仮想の映像を見る、もしくは点字を読むために共有し

ている回路がいくつか存在すると思います。点字を読

むということは要するに空間に並ぶ点を結びつけて文

字を認識する行為ですから、視覚的機能なのです。こ

れらの実験から、目の見えない人も指によって見ること

ができる、と言うことができます。

　もっと面白い事もできます。何かの物体、たとえば縦

長や横長の物体を想像してみると、脳の後部には直接

投射があることを考える必要があります。もちろんそれ

は歪んでいますが、縦長の物体を見たときに活性化され

る脳内の領域はこのような形をしていて、横長の物体を

見たときには領域は少し異なります（前スライド・左上）。

　それゆえ、縦長か横長の物体を思い浮かべてくださ

いと誰かに尋ねたとすると、脳内の画像を見ればその

人の心を読むことができます。例えば、この人物は横長

の棒を想像しています。この人物は縦長の棒について

考えています。現在では、文字を頭に思い浮かべてもら

うこともできます。「H」「E」「L」などと思い浮かべても

らえば、この人物は「HELLO」と言っている、というこ

とまで解読できます。今はこういう所まで来ています。

　ロボットを駆動するために脳内の信号活動を計測す

ることさえできます。この人物は、日本でよく知られた

遊びをしています。日本だけで有名なのではありませ

んが、子供の好きなジャンケン遊びです。彼は手を動か

しているか、いっさい動かずに、手を動かすことについ

て考えています。コンピューターは運動野の信号を検

出・解読し、義手内の微小なエンジンへ電流を送りま

す。すると1,000キロもの遠距離であったとしても、

MRIの磁石の中にいる人物の思考によって義手を動か

すことができます（前スライド・左下）。

　より困難かつ取り組みがいがあるかも知れないの

は、自動車事故に遭って以来植物状態にある26歳の若

い女性の話です。もちろん彼女をつねってみても、何の

反応もありません。「あなたのお名前は？」と尋ねて

も、応えはありません。そこでオーウェン博士のグルー

プは、彼女をMRIにかけてみることにしました。

　彼らは女性に「あなたのお名前は？」と尋ねました

が、反応はありませんでした。しかしMRI画像を見る

と、ブローカ野などの言語を司る領域が明るくなってい

ます。これは植物状態にある女性が質問を理解してい

るし、反応までしている、ということを意味しました。

　彼らはたいへん感動して、「自分がテニスをしている

ところを思い浮かべることはできますか？」と尋ねてみ
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ました。もちろん反応はまったくありませんでしたが、

普通の人がテニスをすることについて考えるときに活

性化されるのと同じ脳の領域が反応しているのを確認

しました（前スライド・右）。

　「お嬢さん、自分の家のなかの色々な部屋を探しま

わっているところを思い浮かべられますか？」やはり反

応はありません。しかしMRIの画像を見ると、普通の

人が同じことをするときに活性化されるであろう脳の

領域と同じ箇所が活性化していました。

　要するにこの植物状態の女性とは、ある程度のコ

ミュニケーションをとることが可能だったわけです。こ

の種の実験のお陰で、今日では植物状態にある人々の

約20%はコミュニケーションができることが明らかに

なっています。

　今日では、頭蓋骨表面の信号を検出する目的で EEG

（electroencephalogram、脳波計）を使うことが

できるので、MRI さえ必要ありません。画像化技術

によって、こういうことが出来るようになってくるのだ

と思います。

　しかし人間の脳は、具体的な名前は言いませんが、

バグのあるソフトウェアのようなものです。皆さんはこ

の中に複数の黒い点が見えると思いますが、実際には

この画像に黒い点は一つもありません。それはあなた

の脳が作り出したもので、ですから私達は完璧ではな

いのです。これもとても有名な画像です（次スライド）。

一つの壷か、二つの顔が見えますよね？あなたは自分が

何を見たいのか、どうやって決めますか？

　ここで指摘したいのは、決めるのはあなたではない

ということです。あなたの気がつく前に、脳が決めて

いるのです。画像は150ミリ秒という非常に短い時間

MRIの磁石に表示され、それからあなたはボタンを押

します。「私は一つの壷を見た」と言いたければ左のボ

タンを、「私は二つの顔を見た」と言いたければ右のボ

タンを押します。

　脳内のこの赤い部分（中央）が、顔を認識するのに使

われています。考慮する必要があるのは、脳の活動は常

に変化し続けていますが、私達はそのことに気づいてい

ないということです。それは変動しています。私達はこ

れを「生命状態の本質的変動」と呼んでいます。

　0 秒の時点で画像が見えますが、ここを見てください

（右上グラフ）、画像が投影される 2 秒前にこの領域は

自然に活性化したり、非活性化したりできるようです。

画像が投影される 2 秒前に活性化すれば、あなたは

二つの顔を見ることになります。投影 2 秒前に活性化

しなければ、あなたは「壷が一つ見えます」と言うでしょ

う。つまり皆さんは自分で判断していると感じたり信

じたりしていますが、実際には何も判断していません。

脳が前もって判断してくれているのです。

　それでは、水のさらなる重要性についてご理解いた

だくために、別の例をご紹介しましょう。皆さんはこの

実験をやらないでください。とはいえ日本酒では上手

くいかないのですが。赤ワインと水を混ぜると、どこか

の時点で両者は混ざり合います。この現象を拡散と呼

びます。拡散の起こる理由については、アルベルト・ア

インシュタインが博士論文で明らかにしました。

　彼はこの混合現象を、水分子などの分子が、帰宅途
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中の酔っぱらいのようにランダムウォークをしていた事

実によって説明しました。それは全くランダムな動きな

のです。彼は等式を用いたモデルを作りましたがそれ

は大変洗練されたものでした。相対性理論の等式E = 

mc2よりは多分皆さんに馴染みが薄いでしょうが、こ

の等式は私にとって非常に重要です。なぜならそれ

は、水と混ざり合う赤ワインのような目に見える巨視

的世界と、分子のような目に見えない微視的世界を結

びつける方法だからです。

　MRIの話に戻りましょう。ある病変をもつ患者がい

るとします。医師としては、何の病気なのか？腫瘍だろ

うか？いったい何なのだろう？という疑問を抱きます。

それを知りたくても画像の解像度は巨視的な、ミリメー

トル単位のものでしかなく、何も見えません。医師は病

変中の細胞を見ることができる仮想生検法があってほ

しい、と夢見ます。これが私が1984年に拡散MRIに

よって開発したものです。

　アインシュタインの理論を用いたこの着想では、水

分子は拡散するため、膜などの障害物に広がってゆく

と考えました。私はアインシュタインのモデルと等式を

用いて、水の拡散画像を得るための手法を作りまし

た。私達は水分子を一つ一つ見ることはしません。巨

視的なスケールで見えるのは、水分子の微視的動作に

よって伝えられるメッセージだけです。

　このような容器に入った水においては、変位は起こ

りません（下）。つまり、分子は広い領域を動き回れる

ということです。脳のようなコンパクトで数多くの繊維

や細胞をふくむ組織内においては、分子の変位は減少

します。

　あまり物理学の話で皆さんを煩わせないようにした

いと思いますが、私が作った画像では水分子がどのく

らい動いているのかを示す灰色から白色、また黒色か

ら白色のコントラストをつける事は可能でした。数多く

の細胞をふくむ腫瘍内においては、拡散は減少します。

もしまとまった量の水をふくむ嚢胞があれば、拡散は

増加するでしょう。

　この技術は1990年に初めて実用化されました。この

最初の患者は、実は皆さんにすでにお見せしているの

ですが、急性脳梗塞でした。つまり彼の脳動脈にはこ

こに見られるような凝結塊があり、この脳動脈の干渉

範囲の全てのニューロン※は死んでいくという状態でし

た。一分ごとに数百万のニューロンが失われていると

いう深刻な状況でした。

　多くの患者はこの症状のために死亡し、命は助かっ

※神経細胞／神経単位のこと
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たとしても、残念ながら重篤な障害が残ることになり

ます。急性脳梗塞は事実、長期障害の原因の第一位な

のです。患者は生涯を通じて麻痺が残ったり、話すこと

ができなくなったりします。いちど脳梗塞になれば、生

涯後遺症が残るものと考えねばなりません。

　

　急性期においては、水の拡散はスローになることが

明らかにされています。水の動きは減少します。なぜ

か？説明するのは少し難しいのですが、脳梗塞が進行

中の患者においても同じであることが分っています。白

い部分を見れば、医者でなくとも何か異常があること

は分かります。

　従来の普通のMRIでは、何も見えません。拡散MRI

によってのみ見ることができるのです。しかし素晴らし

いことに現在では血栓溶解剤という薬品があり、患者

に投与すれば凝血塊を溶かし、血流を再開させて患者

を救うことができ、さらに麻痺も消えてふたたび話せる

ようになります。

　しかしこの処置は発症後6時間以内に、迅速になさ

れねばなりません。さもないと毎分数百万のニューロ

ンが失われてゆくため、手遅れになります。それを可能

にするのが拡散MRIであり、また私が2012年度の本

田賞を受賞することになった理由でもあります。

　水の拡散は、癌においても非常に重要です。たとえ

ば癌のように一つの組織がおびただしい数の細胞を含

んでいる場合、水の拡散は減少します。腫瘍が良性

だったり、あるいは消滅した場合には、拡散はふたた

び増加します。特に乳癌において、この事実はとても重

要です。乳癌はマンモグラフィーで検査して、時に何か

異常らしきものを見つけてもそれが何なのか解らない

ため、非常に多くの女性が心配するのです。　

　例えばある女性が病変を抱えている場合、医者でな

くても病変が見えます。画像にコントラストがつくもの

を注入し、腫瘍をはっきりと見ることができます。しか

しこれだけでは、その病変が悪性なのか良性なのか判

りません。

　拡散MRIを使えば、病変の各部の悪性の可能性を示

す、色別情報を入手することができます。たとえば病変

の中心に異常はなく周辺が非常に悪性である、といっ

たことが確認できます。これにより、生検を行うために

どこに針を挿せばよいのか判断することができます。

　さらに、コンピュータ・ソフトウェアによって病変を

取り出し、外科医が患者を手術するときのように内部

を見ることさえできますが、これは身体への物理的進

入なしに、拡散を計測するだけで行うことができるの

です。
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　次の実際の適用は、白質内における拡散は異方性を

示すというのが分かったことです。これは何を意味する

のでしょう？ニューロンを含む灰白質は、脳の周縁部に

あります。脳内の異なる部位同士をつないでいるケー

ブルは、すべて白質です。

　そして繊維細胞に沿った水の拡散は、垂直に交わる

ものよりも速い、ということが判りました。よって1992

〜94 年当時、私とアメリカ国立衛生研究 所のピー

ター・バサーをはじめとする同僚が考えていたのは、

数学的枠組みを構築して複数方向における水の拡散

を測定する事により、脳内における繊維細胞の方向を

各ポイント毎に一つ一つ予測できるようにする、という

ものでした。拡散の盛んな方向があれば、繊維細胞は

その方向と平行であるということが分かっています。

　これは 1990 年代に行われました。目的はもちろん、

それらのボクセル、すなわちポイント間のいくつかの

接続を得ることでした。今日ではとても簡単に行うこ

とができ、私達はヒューマン・ブレイン・コネクトーム

と呼んでいます。脳内接続の美しい画像を作成するこ

とができます。

　米国では、人間の脳内接続に関する地図を作成する

ために、3,000万ドルを投入しました。ヨーロッパにお

ける予算はすこし少なくて200万ドルしかなかったので

すが、私達はこのような画像を作成するために12の

パートナーと連携しました。これらは人間の脳内接続

を表した初めての画像です。

　今では100を越えるこのような脳の画像があります。

15分から20分で作成できます。ただ磁石の中に入るだ

けでよく、猫について考える必要もないし、眠っている

だけでもかまいません。それだけでこのように見事な

脳内接続の画像を手に入れることができます。

　非常に重要なメッセージとしては、新しいアイデアが

実用化されるまでには10年から15年という長い時間が

かかる、ということです。私が拡散MRIを開発したのは

1984年ですが、実際に脳梗塞の診断に使われたのは

1994年でした。脳内接続を解析するDTIという技術が

発明されたのは1994年ですが、現在になってようやく

使われるようになりました。

　例えば、まだ話しはじめる前、生後2ヶ月から4ヶ月

の新生児における将来的に言語を司る左半球の繊維

細胞が、より豊富なことを確認するために使われまし

た。左半球にはすでにより豊富な繊維細胞が存在して

いるので、新生児の左脳は言語をとりあつかう準備が

できているわけです。
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　統合失調症患者の中には、脳の前部と音や聴覚を

司っている領域を繋いでいる繊維細胞が不完全なこと

が分かります。接続があまり良くないのです。ご存知の

ように統合失調症患者には幻聴がありますが、この事

実によって説明可能かもしれません。

　今やこの技術はとても有名になっていて、あるパリの

地下鉄駅では脳の神経回路図をアート作品として展示

しています。私はもっともっと知られる存在になると

思っています。

　拡散MRIはさまざまに実用化されており、脳梗塞の

診断や脳内繊維細胞の方位マッピング、癌の発見、そ

して今では脳内における活性化の状況を検出するため

に用いられています。全てをご説明する時間はありま

せんがただ一つ、水のことを忘れてはならない、という

メッセージをお伝えしたいと思います。水は非常に重

要な存在であって、ポラック氏は、海の魚が水のことを

忘れているように生命科学者は水の存在を無視してき

たのである、と述べています。

　たとえば鮨の中の水は、膜組織やたんぱく質等と隣

り合っている時のように組織化することはできないで

しょう。20 03年度のノーベル賞受賞者であるピー

ター・アグレ氏とマキノン氏の発見によって、水分子は

アクアポリンという特定の経路を使って細胞膜を通過

できることが分かっています。

　水分子を一つ一つ引き寄せては水素結合を壊してい

る特定の分子が存在していて、そのように自然は水を

大いに利用してきたし、例えば水分子に対して水素結

合を壊すなどの行為を行ないます。細胞は特定数の水

分子を取り込みたい、あるいは吐き出したいということ

ができるのです。この現象は厳格に管理されていて、

例えば現在てんかんや偏頭痛患者治療用に、この特性

を利用した薬品が設計されています。

　ニューロンを見てみると、非常に多くの樹状突起が

ついています。それはニューロンのアンテナのようなも

ので、数百も付いています。それら個々のアンテナに

は、他のニューロンとのいくつかの接続があります。一

つのニューロンは、10,000の他のニューロンと接続で

きます。

　皆さんの携帯電話が10,000の他の連絡先と繋がっ

ていると想像してみてください。膨大な数です。私達は

1,000億個のニューロンを持っていますから、その繋が

りも膨大なものです。ニューロンの概念を発見、あるい

は発明したラモン・イ・カハールは、ニューロンとは、い

つの日か人間の精神生活の秘密を明らかにしてくれる
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魂の蝶である、と言いました。私は彼は完全に正しい

ことを言っていたと思います。

　彼はまた、これら全ての構造の膨張や収縮という現

象は、おそらく脳の働きを理解する上で極めて重要な

要素であると述べました。このことも拡散MRIによって

明らかにできます。これは私が神経系・機械系結合仮

説と呼んでいるもので、水の動きにリンクしたニューロ

ンの一部分のサイズの変化を拡散MRIによって検出す

ることが可能です。この変化は、脳がどう働くのかを示

していると思われます。

　ここが今の私達のいる地点です（上部MRI画像）。

私達は植物状態にある人の脳の活性化の画像さえ入

手でき、脳内の美しい接続画像も得られますが、それ

でもまだ十分とはいえません。もっと理解を進める必

要があります。人間はおよそ20,000個の遺伝子を持っ

ていますが、先ほど申し上げたように、1,000億個の

ニューロンのそれぞれが、最大10,000個のその他の

ニューロンと接続しているのです。よって遺伝子では人

間の脳を説明できません。

　すべての脳には言語野がありますが、遺伝子はこの

領域をフランス語に使えとか、英語や日本語に使えと

か指示できません。これが現状です。これこそ私達が

理解したいと願う、私が神経コードと呼んでいるもの

です。大脳皮質に沿ったニューロンの組織がどのよう

に言語・視覚・運動力を特定しているのか。このことは

今日においても全く分かっていません。

　以上を明らかにするには、正しいスケールを見つけ

る必要があります。脳内の様子をよりよく理解し、疾患

を早期発見できるように、非常に高解像度の画像を用

いる必要があります。脳が損傷を受けたら、プログラム

し直すことができるかも知れません。今は夢物語です

が、私は実現可能だと思っています。もっと時間が必要

でしょう。

　では、どうすれば実現できるでしょうか？まずMRIと

は、強力な磁場によって水分子を磁化する技術です。

わかりやすく言いますと、皆さんの家の冷蔵庫にある

0.005テスラの磁石です。テスラとは磁場を表すのに使

われる単位です。

　病院設備の磁場は通常1.5テスラですから、地球磁

場の30,000倍です。今日では、日本もそうですが、3テ

スラ、つまり地球磁場の60,000倍の機器を使っている

ところがあります。何台かの機器、すなわち今年日本が

5台所有することになる機器は7テスラ、地球の磁場の

140,000倍あります。9.4テスラで稼動する機器もあり

ます。お気づきのように、より高磁場を目指して競争が

起こっています。なぜでしょう？

　たとえば海馬を見てみます（前スライド・左中央）。

ロンドンのタクシー運転手の脳において大きく発達

していた脳の領域です。じつはこの記憶とリンクして

いる領域は、アルツハイマー病によって最初にやられ

る箇所なのです。症状の初期段階にある患者の脳の

この領域を非常な高精度で観察する方法があれば、

診断を行なうことによって患者の病状の進行を遅ら

せることができるのではないかと私達は考えます。

治療法はありませんが、少なくとも症状を遅らせるこ

とは可能です。
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　たとえば、これが7テスラで得た海馬の画像です（前

スライド・右中央）。しかしもっと高磁場の機器を用い

ることが私達の夢なのです。問題はそれにはとてもコ

ストがかかることで、機器の共有が必要になります。そ

して物理学者たちは、共有方法をよく知っています。

　これが最近ヒッグス粒子を発見した大型ハドロン衝

突型加速器（LHC）で、日本の理化学研究所にも巨大

施設があることも知っています。核融合について言え

ば、ご存知のとおりフランスは、核融合によってエネル

ギーを作り出す国際熱核融合実験炉（ITER）を保有

しています。この分野においては日本もリーダー的存

在です。

　このような経緯で私は、上司や行政（政治家と言っ

てもいいですが）に対して、非常に高磁場のMRIシステ

ムを保有できる施設をフランスに建設するよう説得し

ようと決断したのです。目標は11.7テスラ、つまり地球

磁場の220,000倍の設備です。

　これは磁石です。長さ5メートル、直径5メートルとい

う巨大なものです。これほどの強度によって脳をスキャ

ンするのは、世界初の試みになるでしょう。私の所属

研究機関、アメリカ原子力委員会の物理学者たちが設

計したものです。現在完成は間近に迫っており、ニュー

ロスピンに設置されることになります。磁石が適切な

磁界強度を得られるように、-271ºC、つまり1.8ケルビ

ンにまで冷却されます。

　フランスのアルストム社の工場で建造されていて、そ

こではフランスの高速列車TGVや、日本の皆様のため

にも核融合に使われるいくつかの特殊な磁石を製造し

ています。これが磁石の外観です（前スライド・左）。

もうすぐ完成します。まったく見事なものです。

　この機器の精密さについてご説明するために、例を

あげます。これは硬貨です（右下）。フランス、すなわち

ヨーロッパの硬貨で、この黒い線は磁石に配置しなけ

ればならない170のパンケーキの、一つ一つの位置を

示しています。この位置は極めて正確で、そのことは大

変重要なのです。私達はいま、私が時おり「脳探査機」

と呼んでいる機器を造っており、今から約一年ですべ

ての磁石を用意できる予定です。多くの人は不可能だ

と思っていました。「彼らは不可能だと知らなかったか

ら成功した」という言葉が好きなのです。これは私達の

ケースと同じです。

　最後に、私の大好きな本田財団のモットーについて

お話したく思います。「人間性あふれる文明の創造」。

持続可能性は、決定的に重要です。水が絶対不可欠の

存在であることを、今日は皆さんにお分かりいただけた
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と願っています。地球温暖化によって水の入手経路・方

法が変わるかもしれず、そのせいで人々は争い、戦争が

勃発するかもしれません。水はまた、自然災害とも関連

しています。

　地球上に水が誕生し、そして水のおかげで生命が創

造されたと考えられています。生命は水、細胞、有機物

によって誕生しました。ですから生命の未開拓の分野

は、この種の生命とは深いつながりがあるのです。

　私達が長く生きるには病気を早期診断・早期治療す

ることが必要ですが、幸せな人生を送れてはじめて、

長生きすることは良いことだと言えます。ですから精神

障害について理解し、その治療法を探すことがどうして

も必要なのです。

　世界人口は増え続けるでしょうから、水を入手するこ

とはさらに困難になってゆきます。水によって生命は生

まれることができ、生命によって知能は生じることがで

きました。このことを私は「濡れた」人間の脳、と呼ん

でいます。脳は水とともに働きます。そしてもちろん科

学技術において、私達は状況を分析し、解決策を提案

するために脳を使います。

　私は科学者を知識の基準枠と考えるべきだと思いま

すが、ただしそれは彼らが中立的かつ信頼のおける存

在であり続ける場合のみに限られます。これは必ずし

も簡単なことではありません。そして次にやって来る

少々恐ろしい段階は、水から生命へ、生命から知能

へ、そしてこれからは私が「乾いた」知能と呼んでいる

乾いたコンピュータへと向かっていくという事です。

　多分乾いたコンピュータはある時点でもはや私達人

間を必要としないでしょうから、こうした技術をどう制

御するか、また私達が水とどのように向き合うのかに

ついては、大いに慎重を期する必要があります。しかし

宇宙を探索したければ、このような水の要らない生命

が必要になるかもしれません。すなわち私が言いたい

のは、本田財団のビジョンはまことに時宜に適ったも

のであるということです。

　このビジョンの根底にあるものを英語で理解するの

は簡単ではないかもしれませんが、生命や心の重要さ

を考えてみると、それらは乾いたコンピュータには見出

せないものです。私達は自分達の感情や生き方を維持

できるようにしなければならないでしょう。これが私達

の進むべき方向であり、向かっている場所であり、いま

だに達成されていないことであり、これが私達の研究

の推進力となるべきなのです。

　生物学的多様性ははっきりしていますが、私達は認

知の多様性、人々がそれぞれ異なる考え方を持ってい

るということを尊重しなくてはなりません。それらを尊

重し、そして人類の未来をになう若者たちに注目する

べきです。私達は彼らに、多様性の大切さを教えなけ

ればなりません。

　そしてさらに、高齢者に投資し彼らを守るべきです。

なぜなら彼らは膨大な知識をもっており、私達はそれか

ら学ぶことができます。彼らもそうした知識を分かち合

うことができねばなりません。ですから私達は高齢者の

福祉を守るために、できる限りのことをするべきです。

　御清聴いただき、誠にありがとうございました。

福永  私は東京でアブダクション研究会をやっている

福永と申します。非常に興味深い話を聞かせていただ

いて、感謝いたします。質問ですが、水分子が水分子と

離れたりくっついたりする水素結合の過程は、タンパク

質などとの相互作用では、生体内の酸素や水素以外の

原子や分子とやはりくっついたり離れたりするネット

ワークを作っているのでしょうか。どんな生体内の水

以外の分子や原子が、そのような水とのゆらぎの相互

質疑応答
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作用をしているのでしょうか。その点をちょっとお伺い

したいと思います。

ルビアン  おっしゃりたい事をすべて理解したかどうか

判らないという事を、まずご承知下さい。もちろん私の

講演は主に水分子に関するものでしたが、実際のとこ

ろ、水分子は数多くの他の分子の形状も決定づけてい

ます。MRI、中でもとくに高磁場のものを用いて、私達

はナトリウム等のイオンに加えて、代謝物や神経伝達

物質を観察しようとしています。脳の研究においては、

異なる分子がどのようにニューロンを活性化するのか

を観察することも非常に重要です。

　私の考えとしては、水分子はそれらの分子の形状を

決定づけており、ご指摘のように、これら全ての問題に

は数多くの力学が働いています。私達はそのことを忘

れがちだと思います。

　人々はシステムについて、通常一つの固定した見方を

もっています。例えば脳やニューロン、接続についてで

す。しかし全てのものは常に動き続けており、水分子が

その中で決定的な役割を果たしているということに気

付いていないのです。

　あなたのご質問と少し違っているのかもしれません

が、全てについてご説明する時間がないことをご了承く

ださい。

福永  今おっしゃったのは分かりましたが、水の、H2O

という水素や酸素の原子、あるいはH2Oという分子

が、例えばほかの窒素やリン、マグネシウム、カリウムな

ど、生体の中の原子や分子の形を作るときに、水の構

成要素が他の原子や分子と離れたりくっついたりする

ゆらぎの相互作用をしているのでしょうか。直接的な

相互作用があるのでしょうかということをお尋ねしてい

ます。

ルビアン  まだ分からない。

質問者  どうもありがとうございました。こうした医療

機器の発達や医学の発達というのは、人間が長生きを

する上で非常に大きな役割を果たしていると思いま

す。一方では、先日、アメリカ合衆国での女性の尊厳死

の問題のように、人間の生き方とのバランス、長生きを

することが全てかというと、またそれとは違う、難しい

ところもあるかと思いますが、医療機器や医学の発達

というものと、そういう尊厳死、生命維持というような

こと、そのあたりのバランスについて先生はどのように

お考えでしょうか。

ルビアン  特に乳癌についてお尋ねでしょうか、それと

もその他の癌も含めて、ということですか？

質問者  がんに限らず、医学全般ということです。

ルビアン  私がとても重要な問題だと考えている乳癌

についてお話しますが、今日における問題は、女性の方

がマンモグラフィーでなにか異常が見つかると、外科

手術や侵襲的治療を受けるかもしれないということで

す。ところが時に、何も異常が見つからないのです。

　こうした治療は言うまでもなく、女性にとって精神的

に非常に負荷がかかるだけでなく、外科手術や侵襲的

治療を受けねばならないため、経済的にも負担になり

ます。乳房を切除せねばならない時もあれば、癌が見

つからないこともあります。

　ご紹介したような画像化技術を用いれば、外科医の

判断を助けることができると思います。例えば私達の

作成した画像に赤い箇所があればそれは癌なので、手

術が必要です。問題の箇所が緑ならそれは癌ではない

ので、６ヶ月から1年ほどの経過観察だけで済むかもし

れません。オレンジ色だと完全にははっきりしないの

で生検が必要となり、サンプル採取のために針を使う

ことになります。

　問題は、針を使うと跡が残ることです。その女性が

一年後にマンモグラムを撮ったときに針の跡が見える

ため、それが癌の兆候なのかただの針の跡なのか、判

別の難しいことがあります。私達は拡散MRI技術が、

癌のある女性とない女性を識別できるだけの潜在力を

備えていると信じています。

　問題は、MRIは非常にコストがかかることです。その

ためMRIをスクリーニング手法に用いることはできま

せん。従って、拡散MRIは遺伝的に高リスクを抱えてい

る女性に用いるようにすることです。彼女たちが高確
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率で癌になることは分かっている訳ですから、この技

術を利用できると良いかも知れません。もしくは超音

波やマンモグラムによる検査で疑わしい病変が見つ

かった女性を対象にすることも考えられます。




