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HTLV-1 対策元年
（ヒトT細胞白血病ウイルス）

競争力アップ
なるほど大学活用法
● 坂戸工作所：鉄骨鉄筋コンクリートの新解体工法
● 竹中製作所：防錆防食ネジで圧倒的な世界シェア
● 中村超硬：ソーワイヤに新手法でダイヤモンドを固定
● ミクロン精密：限りなき円を追求
● 中小企業の海外展開支援と地域の大学の役割

政府は昨年末、全妊婦の抗体検査、カウンセリング・医療体
制充実、研究開発体制の拡充などの総合対策を打ち出した。
かつてわが国の基礎・臨床の研究は世界をリードしたが、
90年代半ば以降、研究環境が悪化し、感染・疾患対策も組
織的に取り組まれてこなかった。何が扉を開けたのか。
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◆チャレンジ精神で未知・未開発の資源・エネルギーに挑む
　資源・エネルギー価格は、2008 年のリーマンショック後に一時的に下落した
が、2009 年以降再び上昇基調に転じている。特に自動車や IT 製品等の製造に
不可欠であるレアアースについては、2010 年夏以降、生産の大半を占める中国
からの供給問題が生じ、価格が高騰した。このような状況や、新興国や途上国の
経済成長に伴う長期的な需要増を考えると、資源・エネルギーの安定供給確保の
必要性は今後ますます高まってゆくものと認識している。
　わが国の政策実施機関として、私ども「石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）」では、リスクマネー供給や人材育成を通じてわが国の企業支援、技
術開発、資源外交推進など、資源・エネルギーの安定供給を目指す各種事業を
行っている。その中から、産学官の連携で、日本の技術力を生かした新しい分野
での活動を開始している例をご紹介したい。
　まず、日本近海に豊富に賦存（ふぞん）するとみられる新資源「メタンハイド
レート」については、JOGMEC が 2001 年度より産学官で構成するメタンハイド
レート資源開発研究コンソーシアム（MH21）の中核的メンバーとして、開発に
必要となる技術的知見の蓄積を国内外で実施しており、近々、日本周辺海域で世
界初の海洋産出試験を行う計画である。 
　また、レアメタルをはじめとする鉱物資源賦存のポテンシャルが高いといわれ
るアフリカでは、JOGMEC は 2007 年にボツワナ政府との間で鉱物資源分野での
包括的な協力関係の強化に関し合意し、翌年に衛星画像を用いた広域地質解析を
行うための拠点を同国に開設、地質技術者に対する技術移転のための研修・共同
解析事業を開始した。現在では事業の範囲はほかの南部アフリカ諸国にも拡大し
ており、またわが国とボツワナの大学同士の交流も行われるようになった。
　さらに、未開発のリチウム資源が豊富なボリビアでは、JOGMECが中心となっ
たわが国の産学官によるミッションが同国を訪問し、2010 年 11 月に JOGMEC
とボリビア鉱山公社との間で、ウユニ塩湖のリチウム等資源の産業化に向けた研
究および開発に関し合意し、今後商業化技術の確立のための資機材供給、研究員
派遣がなされる予定である。
　このほかにも世界には未知、未開発の資源・エネルギーを有する地域が数多く
残されている。将来のビジネスチャンスが眠っているこれらの地域に対しては、
上述のごときわが国の技術力をてこにした調査活動が、将来実を結ぶものと考え
ている。JOMGEC は、資源・エネルギーの安定供給の担い手として、今後とも、
チャレンジ精神をもってそのような地域へのビジネスの足掛かりを築いてゆく所
存である。

●産学官連携ジャーナル

http://sangakukan.jp/journal/

河野　博文
（かわの　ひろぶみ）

独立行政法人　石油天然ガス・
金属鉱物資源機構　理事長
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◆はじめに
　昨年 9月、菅直人首相が首相官邸に「HTLV-1 特命チーム」を立ち上げた
ということが報道された。その前後から、さまざまなメディアで
「HTLV-1」関連の報道が目立つようになった。本稿では、HTLV-1 というウ
イルスとそれによって引き起こされる疾患について分かりやすく説明した
後、研究の推移と行政の対応の現状を紹介したい。
　HTLV-1 は、ヒト T 細胞白血病ウイルス（Human T-cell Leukemia Virus 
type-I）というヒトの白血病ウイルスの名前である。このウイルスは、
1980 年に米国の Gallo 博士のグループと日本の日沼頼夫博士のグループが
ほぼ同時に、それぞれ独立に発見した、人で初めて見つかったレトロウイ
ルスという種類のウイルスである。日本では 1977 年に高月清博士らのグ
ループが「成人 T細胞白血病 （Adult T-cell Leukemia, ATL）」という新しい
病気を見つけ、その患者の分布が西南日本に偏る地域集積性を示すこと、
また、同一の家族内で発症する頻度が高い（家族集積性）ことから、何らか
の感染性の原因を想定していた。この報告が元になり、その後の日本の研
究者の努力で原因となるウイルスがレトロウイルスであることが明らかに
された。
　HTLV-1 は主に Tリンパ球へ感染し、細胞にウイルス遺伝子が組み込ま
れて感染細胞が死滅するまで体内に存在・維持される（持続感染）。感染者
の体内の血液中からはウイルスを検出できず、感染の診断はウイルスに対
する抗体の検出によって行われる。
　HTLV-1 はわが国に人口の 1%にものぼる 100 万人以上の感染者（キャ
リア）がいる。しかし、キャリアのうち実際に発症するのはごく一部であ
り、大半の方は無症状で過ごす（無症候性キャリア）。このウイルスが原因
で発症する病気は 3つ知られている。まず、先に紹介した白血病（ATL）、
次に、慢性進行性の神経難病であるHTLV-1 関連脊髄症（HAM）、そして、

・

・

・

東京大学大学院　教授、新領域
創成科学研究科　メディカルゲ
ノム専攻長

渡邉　俊樹
（わたなべ・としき）HTLV-1（ヒト T細胞白血病ウイルス）が原因で発症する病気として成人 T細胞白血

病 （ATL）、慢性進行性の神経難病であるHTLV-1 関連脊髄症（HAM）、そして、眼
の炎症であるHTLV-1 ぶどう膜炎（HU）の 3つが知られている。
2010 年 9月 8日、患者団体代表と元宮城県知事でありATL 患者である浅野史郎さ
んらと菅首相が面談。政府は、小川勝也首相補佐官をトップとする特命チームを設
置、12月 20日の第 4回まで開催した。
特命チームの議論を通じて、全妊婦の抗体検査実施、カウンセリング体制と医療体制
の充実、研究開発体制の拡充等が認められ、政府が「HTLV-1 総合対策」に取り組む
ことが決定された。HTLV-1 のキャリア数が、肝炎ウイルス感染に匹敵する国民の
1%にも上ることから、これがわが国の重大な健康問題であり総合的な取り組みが大
切であることが初めて公に認められて、政策に反映されることになった。

HTLV-1の研究の推移と府省の取り組み

特集１● HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策元年
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眼の炎症である HTLV-1 ぶどう膜炎
（HU）である。
　感染経路は 3つ知られている。母
乳を介した母子感染、輸血による感
染、そして性交渉による感染である。
輸血に関しては、わが国では 1986
年から献血者に対する抗体検査が導
入されて感染は阻止されている。
キャリアの母親から子供へは約 20％
の確率で母乳を介して感染する。これに対して、長崎県等は母親がキャリ
アの場合、母乳哺育を中止する取り組みを続けてきたが、全国的な取り組
みはなされてこなかった。性交渉による感染については、確実に存在する
が、その実態や防止策についてはいまだに十分検討されていない（図 1）。
　HTLV-1 によって引き起こされる疾患（関連疾患）について個別に簡単に
説明する。
　ATL：

　HAM：

　HU：

◆研究の推移
　1970 年代後半にわが国で「ATL」が発見されたことがこのウイルスの発
見に決定的な意味を持った。その後、1980 年代に HTLV-1 とその関連疾
患の研究は大きく進展した。ウイルスの同定とその全遺伝子構造の決定は
わが国の研究グループが世界に先駆けて達成した。これによって分子レベ
ルでウイルスの病原性を明らかにする研究が急速に進展した。その後、
ATL に続いて HAMおよび HUの発見と報告もわが国の医学研究者による

感染した Tリンパ球が腫瘍化することで発症する。キャリアの方
が一生の間に ATL を発症する危険率は 5%程度と考えられている。
男性にやや多く、発症は 60歳台が中心である。症状としてはリン
パ節腫脹、肝脾腫、皮膚病変が多く、高カルシウム血症、日和見
感染症の合併がみられる。抗がん剤による治療に抵抗性で大変予
後不良である。

HTLV-1 感染が原因で生じる眼内の炎症（ぶどう膜炎）である。女
性が男性の約 2倍多く、多くは成人だが小児に発病することもあ
る。飛蚊症（眼の前に虫やゴミが飛んでいるように見える）、霧視
（かすんで見える）、眼の充血、視力の低下などを両眼、あるいは片
眼に急に生じて発病する。失明する症例は極めてまれである。治療
としてステロイド剤の点眼あるいは内服が有効だが、約半数の患者
に再発がみられる。

慢性進行性の痙性脊髄麻痺を示す疾患である。命にかかわること
は無いと考えられているが、QOL（Quality of Life）が著しく低下
する。女性に多く、母子感染、輸血、性交渉のいずれの感染後に
おいても発症する。症状はゆっくりと進行する両下肢の麻痺で、
下肢筋力低下と歩行障害を示す。完治は難しいが、種々の治療法
が工夫され、一定の症状改善が得られている。

図１　HTLV-1 感染と疾患――科学研究費との関係
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業績である。並行して、ウイルスの感染実態に関する調査（疫学）研究が進
み、全国のキャリアの数がおよそ 120 万人であること、九州・沖縄地方に
半数以上のキャリアが存在すること、先に述べたウイルスの感染様式（特
に、母乳を介した母子感染の証明）等が次々と報告され
た。ATL 患者が年間 700 例くらい発症していると考えら
れること、キャリアが一生の間に ATL になる確率も 2～
4%くらいであることが報告された。最近の調査では年間
約 1,200 人が発症していることが明らかになっている。
　ATL は、治療に抵抗性で多くの方が 1年以内に亡くな
ることが明らかだったので、適切な治療法を検討する臨
床研究が 1980 年代から精力的に行われてきた（図 2）。
しかし、現在に至るまで、「骨髄移植」（血液幹細胞移植）
を含めて決定的な治療法が無く、抗がん剤による最新の
多剤併用療法でも、約半数の方が 1年で亡くなられる。

◆府省の取り組み
　文部科学省と厚生労働省（当時は厚生省）は、1980 年代には、大変強力
にHTLV-1/ATL の領域の研究をサポートした。その結果、上記のような素
晴らしい実績を挙げ、この領域の研究に世界的な貢献をした。
　しかし、1990 年度に出された旧厚生省研究班の重松レポートと呼ばれ
る提言と時期を合わせて、感染者が特定の地域に偏っていること、ウイル
スの感染力がそれほど強くないことを理由に国の対策は消極的になった。
文部科学省および厚生労働省の科学研究費補助金をはじめとする公的な研
究費のサポートも年々減少し、わが国の臨床および基礎の研究活動が衰退
していった。また、これらの研究費は、「肝炎ウイルス対策」や「エイズ対
策」とは異なり、「HTLV-1 感染とそれによる疾患の研究」という統一した概
念で募集が行われたことは無く、ウイルス学、血液学、神経内科学、眼科
学等という、個別の領域で募集されたため、各領域における優先順位を配
慮して配分された（図 1）。結果として、当該領域の中における重要度が低
いと判断されると研究費も配分が無いという状態になっていた。一方、欧
米においては、本来感染者や患者がほとんど存在しないにもかかわらず、
研究は継続的に進められ、基礎的な領域では欧米のグループにリードされ
る状態に至った。
　2000 年代になって、このような状況に危機感を抱いた医学研究者はこ
の領域の再活性化を模索し始めた。取り組みの 1つとして、筆者らは関係
の領域の研究の進展を発表し、研究者の交流と情報交換を目的とした
「HTLV/ATL 研究発表会」を企画し、2002 年から毎年東京大学医科学研究
所で開催してきた。2006 年には、毎月 1回開催される「連続シンポジウ
ム」形式で基礎から臨床に至る研究の進歩と現状を報告する催しを行い、
その成果を元に、わが国で初めてのこの領域を網羅する教科書として
「HTLV-1 と疾患」を 2007 年に発行した。同年 5 月には、筆者が会長と
なって国際学会（「国際ヒトレトロウイルス会議」）を箱根で開催し、約

図２　日本でのATLの治療実績
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360 名の参加者（海外から約 160 名）が集まり、研究の現状報告と情報交
換を行った。
　一方、患者やキャリアの方々も医療対策の不十分さを感じて、時期的に
はほぼ並行して、団体を結成してメディアや行政機関に対する働き掛けを
開始し、次第に活動レベルを高めてきた。2007 年の国際学会開催に際し
ては、全国の患者・キャリア団体も並行して集会を催し、学会の方でも市
民公開講座を設定して、世界の研究の現状を紹介した。
　このような流れの中で、2009 年 7月に『HTLV-1 感染総合対策等に関す
る有識者会議』と称して、専門家 7名、患者団体代表 2名と厚生労働省の
関係部局の担当者からなる会議が設けられ、2010 年 6月までに合計 4回
の会合が開かれた。この中で、専門家と患者代表が「HTLV-1 感染総合対策
の推進に関する指針」を取りまとめ、2009 年 7 月に厚生労働省に提出し
た。この提言を中心に 2010 年 6月の第 4回会議まで開催され、情報交換
と意見交換を通じて、HTLV- １および関連疾患に対する取り
組みに関して、認識の共有化が図られた。
　2010 年 9月 8日、患者団体代表と元宮城県知事であり ATL
患者である浅野史郎さんが菅首相と面会して請願を行い、この
席で菅首相は「ATL 対策を放置してきたことを『政府として反
省する』と述べ、早急に実施する対策として （１）全妊婦抗体
検査の公費負担 （２）診療体制整備や治療法の研究――を提示。
これらを含む感染予防と感染者対策、発症者対策を総合的に検
討するため、小川勝也首相補佐官をトップとする特命チームを
設置する」とした。その後、10 月 5 日からは議員、専門家、
患者団体代表等のオブザーバーを含めた会合をスタートし、
12月 20日の第 4回まで開催した *1（図 3）。
　この特命チームの議論を通じて、全妊婦の抗体検査実施、カ
ウンセリング体制と医療体制の充実、研究開発体制の拡充等が
認められ、政府が「HTLV-1 総合対策」に取り組むことが決定
された。HTLV-1 のキャリア数が、肝炎ウイルス感染に匹敵す
る国民の 1%にも上ることから、これがわが国の重大な健康問
題であり総合的な取り組みが大切であることが初めて公に認め
られて、政策に反映されることになった（図 4）。これは、画
期的な進歩であり、私たちは、菅首相の英断を高く評価する。
　しかし、このウイルスに対する一般国民および医療関係者の
認知度が低く、正確な理解が不十分である現状を認識し、医療
体制のみならず、正確な知識を広める啓発活動、患者キャリア
の相談に乗るカウンセリング体制の整備等の行政的対応の準備
が急務であると考える。特に深刻な問題は、このウイルスの非感染地域と
考えられてきた関東・中部・近畿地方において、医療関係者にも知識と理
解が不十分であることだ。従って、全国一律の妊婦を対象とした抗体検査
が開始される現在、医療従事者に対する教育研修体制を早急に整備するこ
とが求められている。

*1：http://www.kantei.go.
jp/jp/singi/htlv/

図３　特命チームへの流れ
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図４　HTLV-1 総合対策の概略

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/htlv/
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――ATL（成人Ｔ細胞白血病）、HAM（HTLV-1関連脊髄症）、HU（HTLV-1ぶどう膜炎）
などを引き起こすHTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策については、新たな局
面に入りました。昨年 9月、総理大臣官邸で菅直人首相が患者団体代表と面談し
ました。そして、政府のHTLV-1 対策を検討する特命チームの設置。特命チームの
会合は同月から 12 月まで４回開かれました。社会的な認識が広がる一方、国は総
合対策を打ち出しました。菅付さんもオブザーバーとして特命チームに参加しま
した。
菅付　患者団体の代表としては、超高層ビルの階段を 1段ずつ上がりなが
ら、「なかなか届かないなあ」とため息をついていたところ、突然エレベー
ターが現れて、一気にてっぺんへ上ったというイメージです。運が良かっ
たという面があるかもしれませんが、私たちがへこたれず前に前にと行動
してきたからだと思います。特命チームの会議には 2回目から参加しまし
たが、参加者が自由に意見を交換できる場だと思っていたところ、限られ
た時間内で決定事項を確認する場のように感じました。そこで、患者の声
を生かすという意義を果たしてほしいと申し出、患者の発言の場をいただ
きました。おかげで患者の実態を、参加したメンバーの方々に切実に訴え
ることができました。

――特命チームの成果を整理するとどうなりますか。
菅付　政府が特命チームを設置し、対策に動き出したことで、HTLV-1 ウ
イルスおよびそれが引き起こす ATL や HAMなどへの認識が高まったこと
がなんといっても大きかったですね。具体的には、第 1に、母子感染対策
が大きく進んだことです。厚生労働省は、昨年 10 月 6日、ウイルス感染
の有無を調べる抗体検査を妊婦検診の標準的な血液検査項目に追加し、公
費負担の対象とすることを都道府県などに通知しました。
　第 2に、原因究明や治療法開発のための研究が強化されたことです。今
年度は、当初、関連の研究費は各省合わせて 2.3 億円でしたが、年度内に
1億円追加して 3.3 億円、2011 年度は研究費 10 億円が盛り込まれまし
た。これは、エイズ（14億円）、肝炎（20億円）並みの水準です。11年度

昨年秋以降、ATL（成人Ｔ細胞白血病）、HAM（HTLV-1 関連脊髄症）などの原因ウイ
ルスであるHTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策を巡る動きが急展開した。菅直
人首相が患者団体代表と面談したのに続き、政府が特命チームを設置。特命チームは
年末までに 4回の会合を開き、妊婦への抗体検査を公費で負担するなどの総合対策を
打ち出した。HAMの患者会代表、また、NPO法人日本からHTLVウイルスをなく
す会代表理事の菅付加代子さんに、その背景、意義を聞いた。

特集１● HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策元年

インタビュー

菅付加代子　NPO 法人日本から HTLV ウイルスをなくす会  代表理事

研究者と患者会の情報交換が対策を後押し
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予算については、特命チームのメンバーである江田康幸衆議院議員が強く
主張してくれました。江田さんは、7年前から患者会とともに対策の必要
性を訴えてきました。総合対策ではまた、厚生労働省の科学研究費補助金
にHTLV-1 関連疾患領域が創設されます。
　第 3に、厚生労働省に患者、専門家を交えた対策推進協議会が設置され
ることです。

――“協議会”という点では、研究者、患者団体でつくる有識者会議の提案が、今
回の国の対策づくりでも大きな役割を果たしました。
菅付　任意の集まりである「HTLV-1 感染総合対策等に関する
有識者会議」は、2009 年夏に発足しました。きっかけは、同
年 2月 28 日に科学技術振興機構（JST）が鹿児島で開催した
ATL シンポジウム（地域間連携シンポジウム）に私が参加した
ことでした。この催しを伝える新聞記事を読んだ地元の保岡興
治衆議院議員（当時）から「厚生労働省がん対策室の前田室長を
紹介するから、とりあえず電話で話をしてごらんなさい」とい
う電話をいただきました。私は、すぐに電話して面談の約束を
取り、翌週には上京しました。保岡議員にその報告をすると、
「協議会をつくったらどうですか」とアドバイスを下さいまし
た。前田室長は、研究者らとの意見交換の場をつくることを支
援してくれました。そして、私は研究者にお願いし、有識者会
議を発足させました。有識者会議のメンバーは 10 人。患者団
体代表は私を含め 2人で、残り 8人は大学の研究者です。同年
7月末には、国への要望（「HTLV-1 感染総合対策の推進に関す
る指針」）を提出しました。有識者会議の会合は翌 2010 年 7月まで続きま
した。この協議会の会合は、厚生労働省で開き、メンバーのほか、同省各
課から 10人前後が参加しました。

―― JST の ATL シンポジウム、そのパネルディスカッションに菅付さんが出られ、
そこから、こつこつと研究を続けてきた大学の研究者たちと患者団体が初めて同
じテーブルにつくという画期的なことが実現した。患者団体と研究者らが共有し
た情報を行政側に伝えることもできるようになった。そうした場が、2年ほど前に
できたわけですね。
菅付　患者がどこにどれだけいるか、という全国を対象にした国の疫学調
査が行われたのは 2008 年です。私たちは、HAMの難病指定の要望のほ
か、全国での疫学調査を長年国に求めてきました。そして、「国が調査を公
募し、やってくれる研究者がいれば国の施策としてできる」ということに
なったわけです。これを実現するだけでも 5年くらいかかりました。

――全国での疫学調査でもそんなに大変だったのですか。
菅付　旧厚生省の研究班が 1990 年度に、ATL の原因ウイルスの母子感染
について「全国一律の検査や対策は不要」という提言をまとめています。患
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者が九州、沖縄に多い “風土病” だから、母子感染対策を実施すれば「感染
者が自然に減少する」ともいっています。この提言は、研究班の班長だっ
た重松逸造・元日本公衆衛生学会理事長の名前から通称「重松報告」と呼ば
れますが、これが、ずっと “生きていた”わけです。これが研究者の研究意
欲や研究費にも大きく影響したようです。

――西日本新聞（福岡県を中心に九州７県で販売されているブロック紙）が昨年来、
「ATL―成人Ｔ細胞白血病―制圧へ」というキャンペーンを展開していますね。菅首
相が患者団体と面談した後の、官房長官記者発表のなかでも、西日本新聞が大変
熱心に取り組んでいることに言及されています。
菅付　西日本新聞の記者は、がんのことを調べている過程で ATL のことを
初めて知ったということで、昨年 2月に私を訪ねてきました。3月初めに、
大きな特集記事を掲載したのを皮切りに、チームでこの問題を追っていま
す。西日本新聞のキャンペーンは、私たちにとって本当に大きな力になっ
ています。これを追い風にして、「日本からHTLV ウイルスをなくす会」は
昨年６月５日、福岡市でシンポジウムを開催しました。こうした運動を続
けるなかで人のネットワークが広がりました。その 1人は長崎県の社会福
祉法人の理事長をされている田島良昭さんです。

―― ATL を発症された前宮城県知事の浅野史郎さんが、知事時代タッグを組んで
同県で知的障がい者の「地域移行」を推進された方ですね。田島さんがお書きになっ
たものを読むと、浅野さんの発症以来、ATL、HTLV-1 のことを学習し、その疾病
対策・治療法開発を求めて行動を開始。2009 年からは福田えりこ衆議院議員の応
援も得て運動を進めていたところ、仙谷由人内閣官房長官（当時）から「患者・家
族の皆さまのお話を聞かせてください」という連絡をいただき、9月 8日の面談が
実現したとのことです。
菅付　はじめ、田島さんは母子感染予防対策に重点を置かれていましたが、
私が「母子感染対策だけでは問題は解決しない、総合対策が必要だ」と訴え
ると、詳しく話を聞かせてほしいと真剣に耳を傾けて下さりました。また、
部落解放同盟の組坂繁之委員長にも協力のお声が掛かり、国が感染防止対
策に乗り出すのに合わせ、同同盟として ATL の啓発事業推進を国に求める
活動を行うなど国会や行政にも働き掛けていただいています。

―― HTLV ウイルスをなくす会は、1月 16 日に東京・赤羽で「知ってください！
HTLV-1 のこと」というシンポジウムを開催しました。
菅付　シンポジウムでは、政府の総合対策までの経過、研究、治療の現状
についての報告があり、会場の参加者を交えて意見交換を行いました。
キャリアやHAMの患者の声もたくさん聞くことができました。東京を中
心とした地域では、医療関係者、行政機関でもこの問題をほとんど知らな
いことが浮き彫りになりました。15 年前に右脚が突然動かなくなり、
HTLV-1 感染がわかった首都圏の女性は、「自分ではHAMの初期だと思っ
ているが、通院している大病院の神経内科の先生はHTLV-1 の専門ではな
いとのことで、診断は出ていない。パニックになり、現在は統合失調症の
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治療もしている。ネットでこのシンポジウムのことを知った。専門医はど
こにいるのか」と涙ながらに訴えました。東京で啓発事業が行えたことは
大変有意義だと思います。昨年末に政府が国の問題として総合対策を決断
したので、2011 年は「HTLV-1 対策元年」だと気持ちを新たにしていると
ころです。

――1月 24 日、菅首相は施政方針演説で特命チームに言及しました。
菅付　演説にはこうあります。「HTLV-1 ウイルス対策の特命チームは、こ
の問題が長年解決されていないことを菅付加代子さんを始めとする患者の
皆様から伺い、直ちに設置しました。その三か月後、妊婦健診時の検査・
相談や治療研究を進める総合対策をまとめることができました。このウイ
ルスが原因の病気と闘う前宮城県知事の浅野史郎さんは、『特命チームに感
謝し、闘病に勝利を収めたい』とメッセージを送ってくれました」。総理は
世の中にある不条理を解消するために特命チームを作ったと話されました。
あえて、私の名前を出して下さったのは、この問題を解決する、それを患
者に約束するという強い意志の表れだと感じました。今まで頑張ってきた
年月が思い起こされ、胸が熱くなりました。私はHAMという病気を恨み、
苦しんで死んで行くのは嫌だと思っていました。しかし、自分がHAMに
なったことで、縄文時代から放置されていた日本の白血病ウイルス撲滅へ
の道筋を作ることができたとしたら、意味のあることなのだと思えました。
国の総合対策は私たちにとって「突破口」です。これから、対策がきちんと
実行されるよう監視し、必要な時は国に要請します。今後、問題点が出て
くればそれを解決するために、患者の立場で協力しなければいけないこと
もあると思います。

聞き手・本文構成：登坂　和洋（本誌編集長）
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　昨秋、成人Ｔ細胞白血病（adult T-cell leukemia；ATL）の治療を目指し
た抗体医薬が開発の最終段階にあると報じられた。ATL は、熊本大学の高
月清教授らによって発見され、1977 年の Blood 誌に掲載された白血病だ。
詳しくは、本特集の他稿に譲るとして、本稿では、原因ウイルスの発見の
経緯をたどりながら、新しい抗体医薬の背景を述べてみたい。

◆原因ウイルス
　筆者が ATL を知ったのは、薬作りの道を歩み始めて 10年が経とうとす
るころだった。京都大学ウイルス研究所の公開セミナーに、立ち見の聴衆
の 1人として参加した時だ。ATL を引き起こすレトロウイルス *1 を発見し
たという日沼頼夫教授の発表がそれだ。講演が進むにつれて会場は興奮に
包まれ、重大発表の場に居合わせた感動を筆者も共有した。
　当時、動物にがんを起こすウイルスが幾つも知られていて、ヒトにがん
を起こすウイルスの探索が熱を帯びていた。先行していたのが EB ウイル
ス *2。バーキットリンパ腫の原因と疑われていた。しかし、ウイルス保有
者が世界中にごく普通に見いだされるにもかかわらず、バーキットリンパ
腫の好発地域がアフリカに限局されるという矛盾を抱えていた。一方、日
沼の発表では、ATL 由来の細胞から発見されたレトロウイルスが ATL 患者
の白血病細胞に例外なく認められることに加えて、ATL を起こす原因ウイ
ルスと推定しうる根拠が幾つも示された。
　日沼らは、このレトロウイルスを ATL ウイルス（ATLV）と呼び、研究論
文を米国科学アカデミー紀要に投稿する（1981 年に掲載）。ところが、
ちょうど同じころ、米国でもロバート・ギャロ博士らがまったく同じウイ
ルスを発見していて、これを HTLV-1（human T-lymphotropic virus 1）と
名付けて一足先に論文を同紀要へ送っていた。これが掲載されたのが
1980 年。そしてこれ以降、誌上発表が先行した HTLV-1 の名称が優先さ
れることになる。
　HTLV-1 ゲノムの相補配列が ATL 細胞のゲノムに組み込まれていること
を証明したのは、財団法人癌研究会癌研究所の吉田光昭博士らだった。が
んを起こすレトロウイルスに特有の性質を解明した意義深い成果だ。ATLV
と HTLV-1 が同一ウイルスであることを証明したのも彼らだった。このよ
うに、ATL の原因ウイルスの発見から全容の解明に至るまで、終始日本の
研究者がリードしたことを忘れてはならない。

*1：レトロウイルス：RNAゲ
ノムをもつウイルスで、逆転写
酵素遺伝子を保有し、この酵素
の働きによってRNAゲノムを
相補的なDNA鎖に変換するこ
とができる。相補的なDNA鎖
は、組み込み酵素の働きによっ
て宿主のゲノムに潜り込む。

*2：EBウイルス：DNAゲノ
ムをもつヘルペスウイルスの仲
間。アフリカの小児にみられる
バーキットリンパ腫の培養細胞
株から発見された。バーキット
リンパ腫の主要因であるが、慢
性的なマラリア感染などが促進
要因となってがん化すると推定
されている。

成人 T細胞白血病（ATL）などの疾患や、その原因ウイルスHTLV-1 に対する政府の
総合対策が始動するなか、昨秋、協和発酵キリン株式会社が、開発中のATL 治療用抗
体医薬の国内第 2相臨床試験の結果を発表。良好な結果が得られたことを受けて、第
3相臨床試験を待たずに近く承認申請に踏み切るようだ。大手製薬メーカーの間でも
希少疾患への関心が高まりをみせている。希少薬として承認を得た後、適用拡大に
よって大型薬に育てる戦略だ。

財団法人 京都高度技術研究所　
産学連携事業部　医工薬連携
支援グループ　アドバイザー

谷田　清一
（たにだ・せいいち）

抗体によるATLの治療は実現するか

特集１● HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）対策元年
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◆ATL 治療薬
　このようなホットな研究の流れの中からは、残念ながら治療薬開発のう
ねりは生まれなかった。ATL の地域性、ウイルス保有者の発症率の低さ
（生涯発症率は約 5％）、希少薬に対する製薬メーカーの開発意欲の低さな
どが理由として挙げられるだろう。しかし、なにより大きかったのは、エ
イズウイルス（human immunodeficiency virus；HIV）の 発見だった。
HTLV-1 の発見から時を置かずしてエイズ（後天性免疫不全症候群；
acquired immune deficiency syndrome）患者の細胞から新しいレトロウイ
ルスが発見されたのだ（1983 年）。
　エイズが世界規模で爆発的な広がりをみせたことから、ヒト・レトロウ
イルスへの関心はHIV に集まり、患者が多発していた欧米では、大手製薬
メーカー各社が競って治療薬の開発に乗り出す展開となった。余談になる
が、HIV の第 1発見者をめぐる争いは熾烈（しれつ）だった。国家間の論
争にまで発展し、後に政治決着が図られるなど、ワイドショー的な展開を
見せた。結局は、2008 年のノーベル医学・生理学賞がフランスのリュッ
ク・モンタニエ、フランソワーズ・バレシヌシの両博士に授与されたこと
で決着が付いた形だ。このような騒動に翻弄（ほんろう）されて、ATL ／
HTLV-1 への関心がいよいよ薄らいでいったように、筆者には思える。
　ATL を発症すると、骨髄移植以外に有効な治療法はないのが現状だ。そ
の上、製薬メーカーの関心はエイズ治療薬に偏重し、ATL が治療薬開発の
対象になることはほとんどなかった。しかし、近年、アンメット・メディ
カル・ニーズ *3 に立脚した新薬開発戦略が重視されるにつれて、徐々にで
はあるが大手製薬メーカーの間でも希少疾患への関心が高まりをみせてい
る。希少薬として承認を得た後、適用拡大によって大型薬に育てる戦略だ。
　協和発酵キリン株式会社が ATL 治療用抗体医薬の開発に乗り出したの
も、このような流れに沿うものと理解できる。CCR4*4 と特異的に結合する
ヒト化抗体を同社の独自技術で強化し、抗体依存性細胞障害活性 *5 を体内
で効率よく誘発して ATL 細胞を攻撃する、というものだ。昨秋、公表され
た第 2相臨床試験の結果によると、化学療法奏効後の再発または再燃 ATL
を対象に実施された治験で、CCR4 陽性の再発・再燃 ATL に対する有効性
が確認された。良好な結果が得られたことを受けて、第 3相臨床試験を待
たずに近く承認申請に踏み切るようだ。

◆抗体医薬
　ここで、抗体医薬についても触れておかなければならない。抗体医薬が
バイオ医薬のカテゴリーに入ることは、言うまでもないだろう。バイオ医
薬とは、遺伝子組み換え技術、細胞融合技術など、バイオテクノロジーの
手法を駆使して創製された医薬品で、生体由来の機能分子またはその改変
体を有効成分とするものだ。その歴史は 1976 年から始まると言っていい
だろう。この年、創薬ベンチャーの先駆けとなるジェネンテック社が創業
したからだ。
　近代製薬産業の歴史を振り返れば、19世紀末、アスピリンの登場ととも
に幕を開けたと言えるだろう。多くの製薬メーカーは、アスピリンやペニ
シリンを初めとする低分子医薬の開発を競い、研究現場に多数の合成研究
者や微生物研究者を配して堅固な研究体制を築き、新薬を次々と開発しな
がら長期にわたって右肩上がりに成長を遂げた。ところが、遺伝子組み換
え技術が誕生して間もない 1970 年代半ばに、ほんの数名の有志によって

*3：アンメット・メディカルニー
ズ（unmet medical needs）：
有効な治療方法がなく、いまだ
満たされていない医療ニーズ。

*4：CCR4：白血球の遊走に関
与するケモカインCCL17（＝ 
TRAC, thymus and activation-
regulated  chemokine）の 受
容体。正常組織中でCD4陽性
Th2細胞に選択的に発現する。
また、末梢性T/NK細胞リン
パ腫に高発現する。

*5：抗体依存性細胞障害作用：
標的細胞の表面抗原（この記事
ではCCR4）に結合した抗体の
Fc部位に、Fcγ受容体を保有
する細胞（NK細胞、好中球、
マクロファージなど）がこれを
介して結合し、標的細胞を障害
する反応。
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創業された創薬ベンチャーが、バイオ医薬の道を切り開いたのだった。
　バイオ医薬の黎明（れいめい）期をけん引し、市場の急拡大をもたらした
のは、1980 年創業のアムジェン社が開発した遺伝子組み換え造血因子 *6

だ。それが、90 年代の半ばになると抗体医薬が主役の座を奪い、今日に
至っている。ちなみにバイオ医薬の世界市場は、2001 年の総額が 100 億
ドルに満たず、抗体医薬はその 10% 程度だったが、2007 年には総額が
500 億ドルを超え、抗体医薬はその 40%に達する *7。国内のバイオ医薬市
場も同様で、2006 年に総額 4,500 億円程度（抗体医薬が 10%）だったの
が 2010 年には 7,700 億円（抗体医薬が 36%）へと拡大し *8、2020 年には
抗体医薬だけで 7,000 億円に達すると予測されている。
　では、そもそも抗体とは何か。病原菌などの異物が体内に侵入すると、
これに立ち向かう細胞集団に出動が命じられ、侵入者を認識できる抗体を
作る能力のある細胞が選び出されて、抗体産生細胞へと成熟する。この細
胞から侵入者を認識する抗体が放出され、体液を巡り、侵入者と遭遇し、
とらえる。抗体は体液性免疫の立役者なのだ。
　抗体を医薬として開発する研究の出発点は、1975 年にさかのぼる。こ
の年、モノクローナル抗体 *9 を人工的に効率よく、しかも大量に製造する
技術が登場し、それから 13 年後に抗体医薬の第１号が誕生する。ただ、
この技術はマウスを用いるため、作られる抗体はマウス由来のタンパク質
だ。これをヒトに投与すると異物として認識され、これを中和する抗体が
体内に誘導されて、せっかくの効果が打ち消されることになる。この異物
性を乗り越えたのがキメラ抗体、ヒト化抗体だ *10。キメラ化技術が確立さ
れた 1984 年以降、本格的な抗体医薬の時代に突入し、1994 年にキメラ
抗体医薬の第 1号が誕生してからは、毎年のように新しい抗体医薬が生ま
れている（ヒト化抗体医薬第 1号は 1997 年に誕生）。そして言うまでもな
く、抗体医薬も創薬ベンチャーなしには語れない。ちなみに、米国 FDA
（Food and Drug Administration）の新薬承認件数は、2004 年以降、創薬ベ
ンチャーのシーズに由来する新薬が製薬メーカーのそれを上回り、新薬開
発における創薬ベンチャーへの依存度は高まる一方のようだ。

◆結びにかえて
　国内の製薬メーカーの多くは、バイオ医薬の開発競争で苦戦を強いられ
ているように見える。上市された抗体医薬はすでに 20 品目を超えるが、
そのうち日本発がたった１品目。こうなった要因の 1つは、国内に創薬ベ
ンチャーを育む風土が醸成できなかったことだろう。製薬メーカーの強い
低分子医薬指向と成功体験に寄りかかったブロックバスター戦略が裏目に
でて、トレンドをつかみきれなかったことも、要因として見逃すことはで
きない。だが、ここにきて、ベンチャーの育成を目指した環境整備の重要
性が声高に叫ばれ、5年ほど前からは、製薬メーカー大手の幾つかが欧米
創薬ベンチャーの買収やオープンイノベーションなどを絡めてバイオ医薬
の遅れを挽回（ばんかい）すべく猛追をはじめている。
　こんな中に登場した協和発酵キリン株式会社の抗体医薬候補 KW-0761
にさまざまな思いを抱きながら、筆者はこの記事を書いた。心から声援を
送りたい。

*6：造血因子：造血幹細胞から
血球細胞へ分化・成熟する過程
に関与するサイトカイン類のこ
とで、この記事では、赤血球を
増 や す エ リ ス ロ ポ エ チ ン
（erythropoietin；EPO）と 顆
粒球を増やす顆粒球コロニー刺
激因子（granulocyte-coloney 
stimulating factor；G-CSF）
を指す。

*7：文献：医薬産業政策研究所
リサーチペーパーシリーズNo.
48, 2009年

*8：文献：日経バイオ年鑑2011

*9：モノクローナル抗体：単一
クローンの抗体産生細胞に由来
する抗体。細胞融合法を用いて
抗体産生細胞と骨髄腫細胞を融
合させて単一クローン化し、目
的とする抗体を産生する融合細
胞を分離する。この融合細胞を
培養してモノクローナル抗体を
得る。

*10：キメラ抗体、ヒト化抗
体：遺伝子組み換え技術を用い
て、抗体分子内の抗原と反応す
る可変領域をマウス型、その他
を全てヒト型に改変した抗体を
キメラ抗体と呼ぶ。また、可変
領域内の抗原と直接結合する部
位（超可変領域）のみをマウス
型、その他をヒト型に改変した
抗体をヒト化抗体と呼ぶ。キメ
ラ抗体は分子全体の約70%
が、ヒト化抗体は約90%がヒ
ト型となる。
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――HTLV-1 の発見から 30 年。国の対策の一環として、昨年 10 月、ウイルス感染
の有無を調べる抗体検査が、公費負担で妊婦健診の項目に追加されました。
齋藤　20年前、厚生省（当時）が出した報告書では、このウイルスは風土
病で、九州・沖縄だけで対策を取ればいいとされていました。しかし最近
は、例えば鹿児島出身の人でも仕事、勉強で全国各地に移動し、そこで暮
らしています。3年前の全国調査では、東京でキャリアが増えていること、
若い人でも増えていることが分かりました。昨年、私が報告書を出しまし
たが、その中で、HTLV-1 は風土病でなく、日本全体で考えなければなら
ない問題であること、感染者を増やさない手っ取り早い方法は母から子へ
の感染を防ぐこと――などを提言しました。

――県単位の対応が他の地域より比較的進んでいた九州では、陽性の場合の告知
の難しさ、出産後の母親の心の支援などが課題とされています。
齋藤　九州地区では、このウイルスのことをご存知の方は多いですが、そ
の他の地域では、感染していると聞くとびっくりすると思います。そして、
もし発症するとこうなりますと、こわいことばかり聞かされます。妊娠し
たときは、もちろんご本人は喜んでいますが、精神的に不安定でもあるの
で、ネガティブなことばかり聞くとショックを受けます。全国で検査が始
まったわけですが、告知にはこうしたことに配慮し、慎重に行う必要があ
ります。

――母子感染を防ぐにはどういう方法があるのですか。
齋藤　HTLV-1 キャリアと分かった場合、母乳を介しての子への感染を防
ぐため、①人工栄養 ②凍結母乳栄養 ③３カ月以内の母乳栄養――の 3つの

HTLV-1（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）の感染、およびこのウイルスが引き起こす
ATL（成人Ｔ細胞白血病）、HAM（HTLV-1 関連脊髄症）などの疾患は、長い間、九
州・沖縄の風土病とされてきたが、国は方針を転換、ウイルス感染の有無を調べる抗
体検査を、公費負担で妊婦健診の項目に追加するなど総合対策に動き出した。これに
より、新たな課題も出てきた。1月 16日、NPO法人日本からHTLVウイルスをな
くす会が東京・赤羽で開催したシンポジウム「知ってください！　HTLV-1 のこと」で
は、九州・沖縄地域以外の医療関係者や行政が、このウイルス、病気のことをほとん
ど知らないことが浮き彫りになった。診療体制の整備、その前提となる医療関係者へ
の理解増進が急がれる。特に、スタートしている妊婦の抗体検査では、陽性と出た妊
婦、そして家族へのきちんとした説明、心のケアが欠かせない。平成 21年度に行わ
れた「HTLV-1 の母子感染予防に関する研究」（厚生労働科学特別研究事業）の研究代
表者を務めた富山大学医学部の齋藤滋教授に、同シンポジウムでの発言をもとに、あ
らためて課題などを聞いた。

富山大学　医学部　教授

齋藤　滋
（さいとう・しげる）

母子感染防止への国民の理解が不可欠

―キャリア救済、国を挙げて新しい治療法開発と一体で進める―

特集１● HTLV-1（ヒト T細胞白血病ウイルス）対策元年
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栄養摂取方法の選択肢を示しています。人工栄養は、母乳を一切与えない
完全断乳です。20 年前はこの方法しか提示されていませんでした。その
後、研究が進み、お母さんからのHTLV-I に対する中和抗体が存在する３
カ月以内であれば、母乳をあげても完全断乳とほぼ同じ効果が得られるこ
とが分かってきました。凍結母乳というのは、搾乳機で採った母乳を家庭
の冷凍庫で凍らせ、それを温めて与える方法です。私は、出産する（した）
キャリアの母親には「いずれの方法を選択したとしても、母親としてそう
意思決定されたことは、お子さんへのあなたの深い愛情の表現ですよ。哺
乳瓶であっても、子供を抱っこして目を見ながらあげてください」と言っ
ています。

――母子感染予防には家族の理解も欠かせません。
齋藤　子供への感染予防の次に、妊婦さんが私たちに聞いてくるのは、「夫
に言っていいのか」「家族にどう説明するか」ということです。本人は悩み
ます。家族の理解がないと、次のステップに行きません。家族の理解のも
と、母乳哺育方法を決めていただきたいと思っています。

――九州以外では、医療関係者にも HTLV-1 や ATL、HAMのことは知られていな
いようですね。
齋藤　課題は、お医者さん自身がHTLV-1 のことをよくご存知ないことで
す。ウイルス感染の有無を調べるスクリーニング検査はゼラチン粒子凝集
法や酵素免疫測定法で行いますが、実は４分の３は偽陽性です。ですから、
スクリーニング陽性の場合、必ず確認検査を行い、それで陽性の場合に
HTLV-1 キャリアと診断し、ご本人に結果を伝えます。ところが、調査し
て分かったことは、最初のスクリーニングで陽性の人に「あなたはHTLV-1
のキャリアです」と言っている例がかなりありました。本当は感染してい
ないのに、感染とされてしまう、まずい例です。
　3月に国が東京と大阪で、各都道府県の医療関係者（医師、看護師、保
健師）の代表を対象に講習会を開きます。

――社会の認識が広がることも欠かせません。
齋藤　大事なことは、HTLV-1 の抗体検査で陽性になった妊婦さん、そし
てそれ以外のキャリアの方々を決して差別の対象にしないことです。母子
感染を防ぐことに国民の理解が得られること、キャリアの人を救済するこ
と、新しい治療法に国を挙げて取り組むこと――これらを総合的に推進す
ることが大切です。

――ありがとうございました。

聞き手・本文構成：登坂　和洋（本誌編集長）
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◆HTVL-1、ATL 研究の背景
　レトロウイルスの一種であるヒト T細胞白血病ウイルス（Human T cell 
leukemia virus-1: HTLV-1）の感染が原因で発症する成人 T 細胞白血病
（Adult T cell leukemia: ATL）は、南九州、四国、沖縄を中心に特に西日本
に多い病気として知られている。長年、風土病とされてきたことに加え、
ATL や HTLV-1 関連脊髄症（HTLV-1－Associated Myelopathy：HAM）は
比較的患者数が少ない疾病であることなどから、全国的に予防・治療に対
する行政的対応は遅れ、治療薬開発等の研究も遅々として進まないという
問題を抱えていた。
　このような状況下でも、わが国では血液内科を専門とする研究者を中心
に、コホート研究や診断、治療に関する基礎研究が脈々と続けられてきた。
これらの基礎研究成果の蓄積により、徐々にではあるが、より臨床現場で
の応用を強く意識した研究テーマが立ち上がるようになってきた（19ペー
ジ参照）。

◆地域の産学官で取り組まれた ATL 研究
　比較的多くの ATL 患者を抱える宮崎県では、平成 15 年から今日まで、
地域の大学、企業、自治体が連携してHTLV-1、ATL 研究プロジェクトが
進められている。事務局で中核研究機関は財団法人宮崎県産業支援財団が
務め、次のような機関が参加している。
　・宮崎、鹿児島、大分、琉球の４大学
　・アドテック株式会社、株式会社医学生物学研究所、イムナス・ファー
　　マ株式会社、財団法人慈愛会今村病院分院

　大学と企業が共同で研究テーマを提案し、宮崎県が研究費を出資し、研
究チームのコアとなる研究室を設立・運営する形でスタートした。
　HTLV-1 感染、ATL は地域の大きな課題。これに向き合い、基礎研究を
応用研究へと躍進させ、ATL の発症リスクを診断する評価法のビジネス創
出など、新しい産業を地域に生み出すことを狙いとしている。
　宮崎県のプロジェクトでは平成 15年に HTLV-1 感染が ATL 発症に至る
原因因子の解明に着手した。平成 19 年度までに、ウイルス感染者を対象
に、家族背景やウイルス量などを指標として、将来、ATL を発症する可能
性が高い患者を見極める手法を確立し、そのような患者が集中的に検診を
受けたり、発症を低減させる食品等でのコントロールができる基盤を作っ

九州・沖縄でHTLV-1（ヒト T細胞白血病ウイルス）と、それが原因で発症するATL
（成人 T細胞白血病）に関する研究・開発プロジェクトが２つ進められている。宮崎県
では、宮崎、鹿児島、大分、琉球の４大学と３つの企業、１医療機関が連携して、
ATL 発症にかかわる因子を突き止めた。

独立行政法人 科学技術振興機構
イノベーション推進本部 産学連
携展開部　調整・推進グループ
調査員

今田　有美
（いまだ・ゆみ）

宮崎、沖縄でATL プロジェクト

～大学、企業、自治体が連携～

特集１● HTLV-1（ヒト T細胞白血病ウイルス）対策元年
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た。また、ATL 患者の染色体、遺伝子発現、タンパク
質発現の解析により、ATL 発症にかかわるマーカー
（疾病や生理的状態を示す物質）を突き止めた。
　20 年度以降は、それまでの成果に加え、ATL 研究
で実績のある鹿児島、宮崎、大分、琉球大学等の ATL
研究者が結集して、ATL 発症の可能性を階層的に判別
できる診断法の開発をテーマとした（図 1）。ATL 発症
を予知し、早期診断・治療を行うことで予後の改善に
つなげることを目指し日夜研究を続けている。また、
この共同研究に参画する地域の企業では、ATL 発症の
兆しを簡単に検査できる「血中 ATL マーカー検出キッ
ト」の開発を目指している（図 2）。
　一方、沖縄県においては平成 14 年から、宮崎県と
同じスタイルの産学官共同研究として、豊富な海洋資
源の有効利用についての研究開発に取り組んでいる。
その中で、モズク等の褐藻類に含まれるカロテノイド
成分（フコキサンチン）が HTLV-1 に感染した白血球
に対して特異的かつ低濃度でアポトーシス（細胞の自
然死）を誘起することが見いだされ、平成 17 年度か
ら沖縄県と県内の研究機関、地域の企業が共同で ATL
の予防・治療薬の開発を目指している。
　宮崎、沖縄のプロジェクトとも科学技術振興機構
（JST）の支援事業 *1 を活用している。

◆ATL 連携シンポジウムの開催
　JST は、支援してきた上記 2つの地域のプロジェク
トの研究活動を連携させる狙いで、平成 20年 1月 26 日に「地域間連携技
術説明会 2007－成人Ｔ細胞白血病（ATL）研究最前線－」というフォーラ
ムを東京・秋葉原で開催した。HTLV-1、ATL 研究関係者向けに、両プロ
ジェクトの研究の成果や、その成果をもとに事業化や商品化を模索する取
り組みを情報発信した。
　21年2月28には鹿児島市内で、一般の人を対象にしたシンポジウム「地
域間連携シンポジウム～ ATL 研究の推進に向けて～」を開催した。
HTLV-1、ATL を取り巻く状況を分かりやすく伝えることで、この疾患に
対する認識や理解を高め、研究をより推進することを目的とした。22年 1
月 14日には、長崎市内でも同様のシンポジウムを開催した。
　鹿児島と長崎のこれらのシンポジウムには、HAMなどの患者の会の方々
や、自治体関係者もたくさん参加し活発な意見交換が行われた。参加者に
は大変好評だった。特にこのシンポジウムが、従来、あまり交流のなかっ
た研究者と患者らを結び付ける “クロスカップリング”の役割を果たし、
「HTLV-1、ATL を取り巻く状況が大きく好転した」という声があった。
　平成 23 年 2 月 27 日、福岡市内で同様のシンポジウムを開催する。一
連のシンポジウムは今回が最後となる。HTLV-1 感染の制圧、ATL の撲滅
に向けて、今後もさらなる研究の発展や行政の取り組みが求められている。

図１　発症危険度判別によるATL発症
　　　リスク診断システム
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*1：宮崎は平成15～20年度
が「地域結集型共同研究事業」、
平成20～22年度が継続事業
である「研究開発資源活用型事
業」を実施。沖縄は平成14～
19年度で「地域結集型共同研
究事業」を実施。

図２　血中ATLマーカー検出キット
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１９７７

１９８１

１９８６

１９９０

１９９４

２００２

２００５

高月清氏（熊本大学）らにより特有の悪性リンパ腫が報告される

日沼頼夫氏（京都大学）、癌研究所の吉田光昭氏らが、HTLV-1 (ATLV) の存在を発
表

納光弘氏（鹿児島大学）らが、HTLV-1 感染を原因に慢性痙性脊椎麻痺 HAM を提唱

献血者の HTLV-1 抗体スクリーニングがスタートし、輸血による HTLV-1 感染ルー
トは根絶される

旧厚生省研究班「重松報告書」に基づき、「全国一律の検査や対策は不要」との提言
が示される

旧厚生省「HTLV-I 母子感染予防保健指導マニュアル」の制定。九州などの「風土
病」ととらえ、「全国一律の対策は不要」と判断

第一回「HTLV-1/ATL 研究発表会」が開催され、臨床家、疫学者、基礎研究者等に
よる情報交換と共同研究計画の発案の場となる

特定非営利活動法人「日本から HTLV ウイルスをなくす会」（通称「スマイルリボ
ン」）が HAM 患者を中心に設立される

HTLV-1, ATLの解明

２００６

２００７

２００８

２００９

２０１０

JSPFAD（HTLV-1 感染者コホート共同研究班）が発足し、感染者コホート共同研究
が全国の医療施設でスタートする

（JST 主催　地域間連携技術説明会 2007 in 秋葉原 の開催）

厚生労働省科学研究費研究班（山口班）により ATL に関する最近の動向に関する調
査がスタートし、全国的な HTLV-1 感染の拡大、水平感染（性感染）の可能性が示
唆された。

HAM が厚生労働省指定疾患（特定難病）に指定される

（JST 主催　地域間連携シンポジウム 2009 in 鹿児島 の開催）

患者の代表者や研究者、臨床家らの任意で HTLV-1 感染総合対策等に関する有識者
会議が発足し、「HTLV-1 感染総合対策等に関する指針」を提言として厚生労働省へ
提出する

（JST 主催　地域間連携シンポジウム 2010 in 長崎 の開催）

本格的なコホート調査の開始

9 月
首相官邸内に小川勝也首相補佐官をリーダーに HTLV-1 対策の特命チームが発足

10 月
・
・

・

12 月
2011 年度の研究予算を従来の 4 倍以上の 10 億円に増額することや、厚生労働省
に患者も交えた協議会を設置することなどを柱とする総合対策が発表される

特命チームの設置

厚生労働省より、全妊婦検査を公費負担の対象とするよう全都道府県に通知
2011 年度より「HTLV-1 母子感染対策協議会」を設置することが決定。リーダー
役の医療指導者を各地に養成するための研修会を急きょ開く
2010 年度補正予算案に、HTLV-1 の感染防止対策として、全妊婦対象の抗体検査
公費助成費など総額約 112 億円が盛り込まれる

年 HTLV-1、ATL 関連のトピックス

資料を基に筆者作成
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　日本では高度成長期以降、大量の建築物が建設されてきた。1955 年に
33.9 百万 m2 に過ぎなかった建築床面積は、1970 年には 200 百万m2 を
超え、1973 年には 281.8 百万m2 を記録している。高度成長期前の 8.3 倍
にもなる建築ラッシュがあったことになる。その結果、1980 年代から大
量の建て替え需要が発生した。都市の環境を更新していくためには建築物
をいかに速やかに、かつ効率的に解体するかが大きな課題であった。
　高強度コンクリート製建築物、特に SRC（Steel Reinforced Concrete：鉄
骨鉄筋コンクリート）構造物の解体は非常に困難であった。SRC 構造物は
阪神大震災においてもほぼ無傷であった。当時は大型機で強引にコンク
リートを半破壊後、現場で作業員が鉄骨をガス溶断する
というような危険かつ非効率な解体をせざるを得なかっ
た。図 1に一般的な RC（Reinforced concrete）柱と SRC
柱の断面構造比較を示す。
　この分野のパイオニアである株式会社坂戸工作所（本
社：千葉市、代表取締役 坂戸誠一氏、従業員 30 人、売
上高 7 億円、資本金 5,720 万円）は、2002 年から SRC
解体機の開発に取り組んだ。
　筆者は当時、川鉄テクノリサーチ株式会社（現、JFE テ
クノリサーチ株式会社）に勤務しており、解体アタッチメ
ントの FEM強度計算等をお手伝いしたことからこの研究
開発に携った。

◆職人の作業をビデオ分析
　開発当初、どのような解体方法が適切か全く分からな
かった。いきなり非常に強力･大型の解体機を製造しても
市場の要求に応えるものではないことは明らかなので、
基本研究から実用化研究へ発展させる構想で進めた。
　1年目は「平成 14年度千葉県産学官共同研究委託事業」
を活用し、基本的技術の検討･実験を行った。
　SRC 構造物は主に日本で発達したこともあり、海外の
例を調べてもこれといった解体法は無いようであった。
仕方なく、各地で名人級の職人が行っていた解体法をビ
デオに撮らせていただき、これらの分析から始めた。ビ

●薬研から発想した破砕機の刃の形状
　株式会社坂戸工作所は 1977 年、画期的なコ
ンクリート構造物解体機「ペンチャー」（特に先
端鋏部分）を開発し、この市場に本格参入した。
以後、木造建築物解体機「ワニラ」、道路薄利解
体機「ロードストリッパー」、1983 年には、大
成功を収めたコンクリート小割機「パクラ」等
を開発し、業界の先導者の立場を確立した。
　同社が小割解体機を開発していた 1980 年当
時、コンクリート小割は基本的には先の尖った
硬い円錐もしくは角錐状の刃でコンクリートを
細かく砕く方式が一般的であった（現在でも一
般的に使われている）。しかし、この方式は大
きな圧砕力と巨大な解体アタッチメントを必要
とする。何とか解体アタッチメントを小型化
し、作業を効率化したいと考えていた坂戸氏
は、テレビドラマで薬研で薬をすりつぶしてい
る姿を見て、「これだ！」とひらめいた。薬研の
回転部のそろばん玉のような形、これこそコン
クリートを砕くのではなく、小さな力で割るこ
とのできる決定的な形である。これにより、圧
砕力（圧裂力）を劇的に小さくすることが可能
になり、坂戸工作所の解体アタッチメントが市
場を制覇することになった。

かつて、生薬（しょうやく）をすりつぶすのに使った薬研（やげん）の回転部はそろば
ん玉のような形である。コンクリートや木造の建造物の解体機メーカー大手の株式会
社坂戸工作所は、1980 年代始め、薬研にヒントを得て、小さな力でコンクリートを
割ることができる破砕機の刃を開発し、大きなシェアを獲得した。同社は最近、大学
の研究者の技術を活用して新製品に挑戦した。

株式会社開発支援　代表取締役

浦田　正男
（うらた・まさお）

特集２● 競争力アップ  なるほど大学活用法

株式会社坂戸工作所

鉄骨鉄筋コンクリートの新解体工法を開発
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デオ分析の結果、次の方針に基づいた試作を行うこと
に決定した。
１．

２．

　この基本方針を基に 7分の 3モデルを試作し、モデル柱の解体実験を行
い基本的特性を研究した。その結果として、以下の事項が判明した。
１．

２．

　本研究開発では、財団法人千葉県産業振興センター間野純一コーディ
ネータの紹介で日本大学の笠井芳夫名誉教授、湯浅昇専任講師（当時。現、
准教授）のご指導を得た。このため、モデル実験でコンクリートの破壊特
性見直し等を行い、解体機の合理的開発を推進することができた。

◆ガス溶接作業を全廃
　2年目には、「平成 14年度補正創造技術研究開発費補助金」を獲
得し、実用機研究開発を進めた。日本大学に解体工法の効率性向
上とその評価等を指導していただいたのに加えて、間野コーディ
ネータの紹介で東京理科大学の澤芳昭教授（当時。現、常務理事）
に光弾性法･塑性法による圧裂破砕刃先の形状研究指導等をお願い
した。圧裂破砕刃は工学的にみると接触問題であり、計算機シ
ミュレーションでは研究困難と考えたためである。また、財団法
人千葉県産業振興センターのコーディネータ、千葉県機械金属試
験場（現、千葉県産業支援技術研究所）、千葉県知的所有権セン
ターにアドバイザーとして研究開発推進委員会に参加していただ
き、全面的支援を受けた。
　この研究の成果として得られた SRC 解体機と、それを使用した
解体実験の様子を写真 1に示す。また、澤教授の光弾性･塑性法実
験結果の一例を図 2に示す。作業時間 3分の 1、ガス溶断作業全
廃、の 2大目標を完全に満たし、なおかつ合理的な価格にできた。
　この装置の開発成果は SRC 解体機のみではなく、その解体性の
卓越さから坂戸工作所の商品に広く使用されており、同社売り上
げで 40％、SRC の市場シェアで 30％以上を占める。
　本研究開発の発案者であり開発者でもある同社の坂戸社長は、
商学部出身の学卒者である。意外に思われる方もおられると思う
が、坂戸氏は基本的な強度特性評価から設備の機構的な使い勝手、
商品性能検討まで、本商品のすべての範疇（はんちゅう）で、専門
家に負けない非常に高いレベルを有している。開発への執念も強い。同氏
だからこそ、本研究開発が始められたと思われる。技術のみならず、経営
にも優れたバランス感覚を有している。

最も効率が良いのは柱の根元の鉄骨を十分に傷つ
け、上部を持って何度か折り曲げることにより柱
を切断すること。当然、危険なガス溶断工程を省
略する。
根元の破壊には、坂戸工作所が基本的技術を有している圧裂破砕刃を
使用する。

今回構想した工法は十分に実用的であり、解体時間は 3分の 1程度に
できる。
実用機では比較的大きなスケールアップとなるので、圧裂破砕刃の特
性をフルに発揮させるため、根本から圧裂破砕特性を把握する必要が
ある。

図１　柱断面比較とSRC用鉄骨構造例

図２　刃角60度の場合の光塑性実験結果
　　　（上部三角形部分が圧裂破砕刃を、
　　　それ以外がコンクリートを示す）

写真１　完成したSRC解体機と現場での
　　　　適用実験
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　株式会社竹中製作所（本社：大阪府東大阪市）は、金属製精密ボルト・
ナット、いわゆるネジのメーカーである。海底油田掘削用の櫓（やぐら）で
あるオイルリグ、海底のパイプラインなどで使用する防錆防食ネジで、世
界のおよそ半分のシェアを握る。
　日本の産業用ネジ業界は、生産コストの低い中国、インド、韓国などの
メーカーの攻勢に押され、同社も 1980 年代に苦境に陥った。80年代初め
に 40 億円を超えていた年間売上高は、87 年には 17 億円弱に。そこで独
自製品開発に路線を転換し、大学の研究者の技術指導で開発したのが、こ
の防錆防食ネジだ。最近は、硬い表面処理ができるカーボンナノチューブ
入り塗料を大学と共同開発し、新しい分野へ進出した。

◆米国で見つけた開発テーマ
　画期的な防錆防食ネジの名称は『タケコート®・1000』。きっかけは、同
社会長である竹中弘忠氏が営業部長だった 1983 年、米国で海洋構造物展
覧会を見学したことだった。オイルリグの鉄骨には錆を防ぐフッ素樹脂
コーティング、パイプラインはフッ素樹脂。ところがネジはステンレスか
亜鉛メッキであった。フッ素のネジはないことに気付いた。「素晴らしい
テーマをもらった」と喜び勇んで帰国し、開発を始めた。
　ボルトとナットは、大きいものだと何百トンという力で締め付ける。
フッ素を塗装しても、締めるとはがれてしまう。塗装膜用のすき間をつく
ればいいネジにはならない。開発はデッドロックに突き当たってしまった。
　竹中氏は当時を次のように回想する。「社内に化学の分かる技術者はいな
かった。東京の弁理士事務所の顧問に、京都大学化学研究所の稲垣博教授
（後に所長）がいた。事務所に稲垣先生を紹介してもらい、宇治にあった研
究所に何回も通ったが、先生は多忙のため会ってくれない。思い余ってあ
る朝、先生の自宅を訪れ、何とか力を貸して欲しいとお願いしたところ、
話を聞いてくれることになった。1987 年のことである。『こんなことは不
可能ではないか。中小企業なのに難しいテーマに取り組んでいるな』と感
心され、支援していただけることになった」
　技術的な課題は、①均一な薄膜 ②優れた密着性 ③ネジの肌とフッ素の間
にトリモチのようにどちらにもよくつく中間皮膜をつくること――の３つ
だった。当時のフッ素樹脂塗料は濃厚で、膜の厚さが 100 ～200 ミクロン
になる。同社が必要としていたのは、中間皮膜を入れても 30 ミクロン程
度の膜厚。そのため、塗料の改良から始めなければならなかった。
　「稲垣先生は国内外の教え子に頼んで、いろいろな種類の塗料をつくっ

写真１　『タケコート®・1000』
　　　　を手にする株式会社竹中
　　　　製作所会長 竹中 弘忠氏

金属製精密ボルト・ナット、いわゆるネジのメーカーの株式会社竹中製作所（本社：
大阪府東大阪市）は、大学の研究者の知見を活用した付加価値路線に転じ、ヒット製
品を誕生させた。フッ素樹脂をコーティングした防錆防食ネジだ。世界の半分のシェ
アを握る。次に、カーボンナノチューブ入り塗料という新しい分野も開拓した。

特集２● 競争力アップ  なるほど大学活用法
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防錆防食ネジで圧倒的な世界シェア
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てくれた。化学研究所の実験装置も総動員して実験し、1年ほどで、開発
が一気に進んだ」（竹中氏）

◆エクソンに売り込み成功
　思いついてから５年、一応開発に成功したものの、今度は販売で苦戦し
た。重機・重工、プラント、エンジニアリングなどの企業は、相手にして
くれない。「納入実績はあるか」「中小企業に画期的な製品ができるはずが
ない」「錆びないというネジを使って、もし錆びたら自分の首がない」とい
う日本の企業風土の壁は厚かった。
　竹中氏の話。「走り回って 4年、これで駄目だったら事業化をあきらめよ
うと覚悟し、海外の石油メジャーに売り込むことにした。当時最大手のエ
クソンのある米国ヒューストンに行った。同社の技術部門のマネジャーは
受け付けてくれた。半年かかったが、これは良い製品だと認めてくれた。
そして、当社の『タケコート®・1000』がエクソンのマスターベンダーリ
ストに載ったのだ。☆☆国の☆☆会社のこの製品はこの箇所に使ってよろし
い、というのがベンダーリストだ。エクソンでは世界 115 のブランチに、
こういうものを認めたと連絡してくれる。これがきっかけとなり、『タケ
コート®・1000』が世界に受け入れられるようになった」
　『タケコート®・1000』は国内では大きな橋のほか、東京湾横断道路の神
奈川県川崎から中間の「海ほたる」までの 10.5 キロの海底トンネルなどに
も使われている。同海底トンネルには、直径 36ミリ、長さ 600 ミリのネ
ジ、人が抱えるくらい大きなネジ（写真 1）を合わせて 50万本納入した。
　この新製品の売り上げは、1992 ～ 2004 年は右肩上がり。95、96 年は
それぞれ年間 38億円ほどを記録した。

◆硬く、かつ伸びる塗料膜
　カーボンナノチューブ入り塗料（超高性能表面処理材料）は、経済産業省
の第１回戦略的基盤技術高度化支援事業（2006 ～ 08 年度）を活用し、前
述の稲垣氏および同研究所の福田猛氏（名誉教授）らと共同で開発した。特
許は 2006 年に出願し、昨年 6月に登録された。製品名は『ナノテクト®』
である。
　「塗装した膜が硬く、かつ伸びるという 2つの性質を持っている。技術
のポイントは、ナノカーボンを均等に分散させること。完全分散化と呼ぶ
が、これを実現するために、ナノカーボンのグラフト化処理というもので
世界特許を取得した。ナノカーボンにはいろいろな形のものがあるが、グ
ラフト化とは昆虫の足のようなものが付いている状態にすること。ナノ
カーボン分散量は 10％未満だが、課題はナノカーボンの価格が高いこと。
航空機メーカーが実機テストを行っている。当然、この製品も世界市場を
狙っている」（竹中氏）

　同社は、1984 年から社内の「技術開発委員会」を月に１回開催してい
る。2006 年からは、京都大学、大阪産業大学、近畿大学、関西大学の研
究者とタイアップして、技術力向上、新規分野開拓を進めている。竹中氏
は「価値のある企業と評価されるよう、今後も自信を持って、他社にない
新製品に挑戦していきたい」と語っている。

（登坂　和洋：本誌編集長）



http://sangakukan.jp/journal/
24 産学官連携ジャーナル  Vol.7  No.2  2011

　株式会社中村超硬（本社：堺市）は 1954 年に鉄工所として創業し、地場
産業であるベアリング製造業に超硬合金製の耐摩耗設備部品を提案したこ
とを起点として、特殊材料への超精密加工をコアコンピタンスとして事業
を拡大してきた。現在は、ダイヤモンドにこだわった工具開発に注力し、
次世代の事業構造への転換にチャレンジしている。
　近年の事業成長エンジンの役割を果たした製品が、1995 年に開発した
「電子部品吸着用ダイヤモンドノズル」であった。競争が激しくなり、徐々
に付加価値が低下しつつあった 2003 年ごろ、将来へ向けた新たなコア技
術の獲得が必須と判断し、ダイヤモンド工具開発に焦点を絞って大学との
連携による研究開発を開始した。

◆10～ 20 ミクロンのダイヤモンド粒子
　具体的に開発を目指したのは、「ロー付け」という手法を用いたダイヤモ
ンド固定ソーワイヤだ（図 1）。電子材料であるシリコンなどのインゴット
を薄いウエハ形状に効率的にスライス加工するのが「固定砥粒式マルチ型
ワイヤーソーマシン」。同マシンで使用される、細いピアノ線に 10～ 20
ミクロン程の微細なダイヤモンド粒子を固定したのが「ダイヤモンド固定
ソーワイヤ」である。従来、ワイヤーのダイヤモンド固定には「電着手法」
や「レジン手法」が用いられていた。
　「ロー付け」という新規の手法を使うには、まず、低温・高強度ロー材の
開発が必須であった。そこで、当社の所在する南大阪地域を代表する研究
機関である大阪府立大学において当該研究分野を専門とする中平（本稿の
筆者）と連携することになった。以前から中村超硬がお世話になっていた
同大学の先生の紹介によるものであった。

◆先駆的な研究成果に着目
　セラミックスならびにコンポジット系のナノ複合化研究を進めていた中
平らは、低温接着を目指したダイヤモンドとロウ材の研究ならびにダイヤ
モンドハイブリッド焼結体で先駆的な研究成果を得ていた。それらの研究
シーズはダイヤモンド粒子固定砥粒型のソーワイヤの開発に大きく寄与で
きるコア技術であったので、中村超硬の井上（本稿筆者）らは中平らの研究

株式会社中村超硬は、堺市のベアリングメーカーに耐摩耗性を持つ超硬合金素材を提
案して 1954 年にスタート。同社が大学の技術を活用して、新しい方法による「ダイ
ヤモンド固定ソーワイヤ」を開発した。

株式会社中村超硬
代表取締役社長

井上　誠
（いのうえ・まこと）

共著

大阪府立大学大学院
工学研究科　教授

中平　敦
（なかひら・あつし）
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チームと開発に着手した。そのベースとな
る要素技術は、ダイヤモンドを固定するた
めの低温型のロウ材開発である。共同で取
り組み、その開発に成功した。産学官連携
による平成 18 年度戦略的基盤技術高度化
支援事業でも研究を行った。
　ダイヤモンド固定ソーワイヤは、シリコ
ン、サファイア、窒化ガリウム、シリコン
カーバイドのような脆性材料を効率的に切
断するための工具であり、ダイヤモンド工
具としての性能を左右するファクターは多数（ダイヤモンド保持力、冷却
性、スラッジ排除性など）存在する。このため、ロー材の開発においては、
当初は真空雰囲気の中で活性高温ロー材による固定手法からスタートした。
その後、中平研究室においては固定強度を維持しつつダイヤモンド粒子を
固定するミクロ領域での構造形成の自由度を高くするために、大気中雰囲
気で、しかも低温で溶融する材料の開発を行い、中村超硬はテスト加工に
より性能評価のフィードバックを迅速に行った。
　産学連携で開発した「ロー付け法によるダイヤモンド固定ソーワイヤ」の
コストパフォーマンスは、先行技術と比較すると大きく改善した。電着手
法と比べると、寿命は同等以上で、製造原価は 5分の 1。また、レジン手
法よりも低い製造原価で、寿命は 3倍以上を実現した。

◆スライス加工受託の事業を開始
　中村超硬においては、ダイヤモンド固定ソーワイヤの販売開始に先立ち
自社製ソーワイヤの性能優位性を実証するために、地域のソーラーシステ
ムメーカーからシリコンインゴットのスライス加工受託の事業を開始した。
一般には立ち上げに 3年はかかると言われる量産加工仕事ではあったが、
苦労の末、現在は月産 200 万枚以上のウエハ生産まで拡大し、コスト・品
質面でも高い評価をいただいている。そして、昨年後半からソーワイヤの
販売を開始したが、当初は社内加工用ソーワイヤの仕様と顧客が求める販
売用ソーワイヤの仕様の違いを認識することに時間を要した。現在は顧客
要求ニーズへの対応もほぼ完了し、本格的なボリューム増に向かいつつあ
る。
　中村超硬の従来事業は自動車やデジタル家電製品の新規設備投資に大き
く依存しており、リーマンショックに端を発した今回の設備不況の波をま
ともに受け、直前期では売上高が 60％落ち込み、年間売上高は 9億円ま
で急落した。今期は従来事業の回復とダイヤモンド固定ソーワイヤの新規
事業の立ち上がりにより業績は急激に回復し、今期売上高は約 5倍の 45
億円に拡大する見込みである。

図１　ダイヤモンド固定ソーワイヤ（左）とワイヤ（右）
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――御社の技術の特徴を教えて下さい。
榊原　当社は「限りなき円を追求する」というコンセプトのもとで半世紀に
わたり技術開発力の向上に取り組んできました。主力製品のセンタレスグ
ラインダ（心なし研削盤）*1（写真 1）の加工精度は、1986 年にキャプスタ
ンシャフト（オーディオ製品用のステンレスのシャフト）で 0.042μm、
1995 年に光ファイバー用のセラミックス製フェルールで 0.032μmを実
現する等、世界最高レベルの真円度をリードしてきました。
　当社の精密加工技術の源は、他社機に比べた圧倒的な高剛性にあります。
他社機の多くが静圧軸受 *2、動圧軸受 *3 を採用しているのに対して、当社
が転がり軸受 *4 方式を採用しているのはこのためです。加工精度を高める
には、砥石（主）軸と軸受とのすき間を小さくすることがポイントですが、
当社はすき間ゼロを越えマイナスレベルで取り組んでいます。
　加工対象物は自動車、家電、医療機器等の部品等幅広い分野に応用され
ていますが、新幹線「はやて」のベアリング加工用センタレスグラインダも
当社が開発したものです。真円度を追求することで新幹線の低燃費化、高
効率化にもつながり、地球環境保全にも貢献していると言えましょう。

◆社員を大学院社会人コースに
――東北大学との産学連携のきっかけをお聞かせ下さい。
榊原　1989 年に、東北大学の庄司克雄教授を中心とした、宮城県工業技
術センター（現、宮城県産業技術総合センター）等で構成する精密加工研究

*1：ほかの工作機のように加工
物をセンターで支えず、研削お
よび調整の2個の砥石の間に
加工物を支える受板を設置し、
一方の調整砥石で回転を与えな
がら、もう片方の研削砥石で研
削し所定の外径寸法に仕上げ
る。

写真１　センタレスグラインダ（左）とセンタレスグラインダ加工物（右）

ミクロン精密株式会社は山形市に 1958 年に創業以来、「限りなき円を追求する」とい
うコンセプトのもと世界の高度精密加工の技術開発をリードしてきた。1993 年には
東北大学の庄司研究室との連携を開始し、2005 年 6月にはジャスダック証券取引所
に株式公開を果たしている。同社の榊原憲二社長にお話を伺った。

聞き手・本文構成：
西山　英作
（

ミクロン精密株式会社
代表取締役社長

榊原　憲二
（さかきばら・けんじ）

社団法人 東経連事業化センター
副センター長）
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東北大などとの連携で限りなき円を追求
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会 *5 に参加したことがきっかけです。当社の競争力の源泉である加工精度
を高めるため、1993 年には社員１名を東北大学大学院社会人コースに入
れ、宮城県工業技術センターに研修で１年間以上派遣しています。その社
員は、その傍らで庄司研究室の論文指導を受けて博士号を取得しました。
「地場企業が県外の公設試験研究機関の技術支援を受けながら、国立大学で
ドクター取得をして自社のイノベーションの基盤づくりに取り組む」事例
はほかにないと思います。

――県外の公設試験研究機関を活用することはよく聞きますが、社員を大
学に派遣し、大学で博士号まで取得するという事例は私も初めて聞きまし
た。大学との連携メリットは何ですか。
榊原　東北大学には、当社の技術の理論付けを行っていただきました。当
社は現場主義であり、技術の体系化が不十分でした。それを庄司克雄先生、
厨川常元先生、呉勇波先生（現、秋田県立大学）のサポートにより、技術を
体系化することでどの部分をどのように改善すれば加工精度が高まるかが
分かり、技術力を大きく伸ばすことができました。
　また、東北大学からはさまざまな精密加工技術の最新情報を紹介してい
ただいています。例えば、東北大学と共同で取り組んでいる「調整砥石を
用いないセンタレス研削法の開発」は、センタレスグラインダの構造を抜
本から変える可能性を秘めており、2003 年には砥粒加工学会賞論文賞を
受賞しました。この開発を応用した「マイクロ超音波・電解ハイブリッド
内面加工装置の開発」というテーマで、平成 22年度戦略的基盤技術高度化
支援事業（経済産業省）に採択されました。
　1998 年４月には本社敷地内にハイテクロノロジーセンターをオープン
させました。2,159.41 平方メートル（延床面積）の建物に 6名の専属エン
ジニア、20台のテスト機を並べ、東北大学と連携しながら、加工プロセス
の開発に取り組んでいます。他社でこうした取り組みをしている事例は少
ないと思います。
　われわれは現場の延長でソリューションを考えがちです。大学は思いも
よらぬ発想を提供してくれます。次世代のイノベーションを生み出すため、
今後も東北大学との連携を強化したいと考えています。

◆急成長する東アジア市場
――国内市場に限界がみえる中、海外マーケットをどう考えていますか？
榊原　中国をはじめ、急成長する東アジアへの市場参入は極めて重要です。
しかし、新興国では、われわれが得意とする最先端技術の市場はまだ小さ
いのですが、一世代前の技術の市場は拡大しているのです。このため、昨
年 10月に東京ビッグサイトで開催された JIMTOF2010（第 25回日本国際
工作機械見本市）に新興国向けのセンタレスグラインダを出展しました。
こうした製品は海外勢も廉価な機械を市場に投入しており、競争も激化し
ています。今後、革新的なモノづくりの方法の検討が必要だと考えていま
す。

*2：軸受外部に設けた圧力源か
ら加圧された作動流体を強制的
に軸受隙間に供給し、作動流体
膜の静圧力によって、負荷を支
持する構造の軸受である。静圧
油軸受と静圧気体軸受がある。
軸と軸受間に相互の速度差がな
く動圧作用が生じない場合で
も、負荷を支持することができ
る。軸と軸受は作動流体膜を介
在し非接触であり、軸や軸受の
表面形状誤差を平均化したり、
振動の減衰作用を有し、高い運
動精度が得られ、摩耗もなく軸
受寿命は長い。一方では、作動
流体の管理、外部の圧力源や温
度制御の設備が必要であり、一
般に高コストになる。

*3：軸と軸受間の相互の速度差
によるすべり運動によって、軸
受隙間の作動流体膜に動圧を発
生させ、負荷を支持する構造の
軸受である。動圧油軸受（すべ
り軸受）と動圧気体軸受があ
る。軸受隙間は、くさび形状や
ステップ形状の断面で構成され
ている。動圧が発生しないと、
作動流体膜が形成されないの
で、一定速度で運動するものに
用いられる。運動中は静圧軸受
同様の作動流体膜形成による有
効な減衰作用や特性が得られ
る。

*4：移動体側の軌道面と固定体
側の軌道面との間に転動体を介
在させて、転がり作用により、
摩擦抵抗を低減し、負荷を支持
する構造の軸受である。転動体
に玉（球体）を利用する玉軸受
（ボールベアリング）や、ころ
（円柱体）を利用するころ軸受
（ローラーベアリング）などが
ある。転がり軸受は規格品とし
て、一般に入手や交換が容易で
あり、周辺機器も少なく保守が
簡単などの特長があり、一般に
低コストである。大小の機械装
置から超精密級軸受を使用した
工作機械など、負荷の大きさに
応じて広範な用途に用いられ
る。

*5：1989年（平成元年）に精
密加工に関する研究者、技術者
の交流を通じて、学術、技術の
向上および普及を図ることを目
的に設立された。現在の会員数
は企業91社（１社当たり2名
登 録）、研究者39名 の 合計
221名。初代の会長は庄司克
雄東北大学教授（当時）、現在
の会長は厨川常元東北大学教
授。
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　当社は自動車業界向けが７割を占めています。2009 年に中国は自動車
販売台数が 1,350 万台を超え、米国を抜き世界一となりました。2009 年
の日本国内販売台数は 500 万台を割ってしまいましたが、人口 13億人を
超える中国の潜在市場を国内市場（500 万台）の 10 倍と見積もっても
5,000 万台となり、伸び代は非常に大きいのです。中国をはじめ、アジア
市場への進出抜きには今後の成長は語れません。

――御社は 2005 年 6 月に株式公開を果たしていますが、日本の株式市場
の低迷にテコ入れするためには何が必要だとお考えですか？
榊原　国内の株式市場が回復したのは 2004 ～ 2007 年です。小泉内閣
（2001 年４月～2006 年８月）の下で取り組まれた規制緩和の効果がでた
時期と重なります。海外の投資家が「日本が変わる」ととらえ、株式市場は
活性化したのです。日本は、海外からみると非常に分かりにくい国です。
「規制緩和」というシンプルなメッセージが市場を動かし、小泉政権時代の
2007 年には日経平均の最高値は 1万 8,300 円に達しましたが、2010 年
の最安値は 8,824 円（終値）まで落ち込みました。このように、株式市場
は規制緩和がわが国を成長に導くと反応しているのです。雇用を生み出す
源は、企業の成長です。TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）の参加を含め
て民間の経済活動の活発化をサポートする取り組みを期待しています。

――日本が元気になるには、産学連携で次世代の技術を開発し、成長市場
に進出していく。そのためにも規制緩和を含めた民間活力が重要だと感じ
ました。本日はありがとうございました。
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◆はじめに
　私がコーディネータとなって 14 年、地域企業に提供してきた産学官連
携支援の内容は、実に多岐にわたる。しかし、2010 年には国内総生産
（GDP）が中国に抜かれたと推測され、アジア諸国が経済的な競争力をつけ
つつある中、取り巻く状況は徐々に変わってきた。中小企業の国際化を望
む波である。
　日本企業の中国への関心は、これまで加工・組み立て工程における労働
集約が主で、地域も中国沿岸の都市部に限られていた。それが現在では内
陸部にまで浸透、現地市場に参入し、企画・開発力のある人材の確保に発
展している。今後は、社会・産業基盤にかかわるソフト部分の関与が拡大、
コンテンツ輸出やサービス業の進出が加速していくと思われる。
　京都銀行の髙﨑秀夫頭取は、「東アジアは国内と思え。中国語・韓国語は
訛りと思え」と語っている。もはや中小企業といえども、市場が縮小傾向
にある日本国内にとどまってはいられない。東アジア圏を大きな経済体と
とらえたとき、欧米と比べ立地面での優位性を持つ日本は、拡大化する市
場へいち早く展開する切符を手に入れたと思うべきなのである。

◆海外市場に向けた肌感覚を呼び覚ます
　振り返ると、元気なモノ作り中小企業 300 社の選定、JAPAN ブランド
戦略、農商工連携、地域資源活用、サポイン（ものづくり基盤技術）などの
国内の中小企業振興策はそれなりの成果をみせてきた。そのためか、海外
展開支援にも同じスキームを打ち出しているのである。すなわち、『自社内
に海外での絵図がすでにある』ことが前提だが、実際のところ、海外展開
の戦略までは練れていない中小企業が大半である。中小企業の海外展開に
おいては、まず『海外の土俵に乗せる』ことが第一ということ。野心に燃
え、日本のものづくりを支えてきた団塊世代の経営者と、海外に対して開
かれた後継者世代とが海外に赴き、現地のビジネス情報、経済事情にじか
に触れることが先決なのだ。それらを肌感覚で感じ取れば、日本経済をけ
ん引してきた中小企業の “猛者たち” は自らチャンスを見つけ、動き出すこ

わが国の中小企業も国際化の波にさらされている。中小企業といえども、市場が縮小
傾向にある日本国内にとどまってはいられない。しかし、海外展開の戦略を立てられ
る企業はそう多くはない。そこで、注目したいのが、各地域にある大学の資産の活用
だ。多くの大学はその研究分野において海外の大学と連携を強化している。コーディ
ネータは、今まで以上に地域の大学と強固に連携し、大学に国内外から集まった情報
を地域の企業に還元すべきである。

財団法人 上田繊維科学振興会
（AREC）理事・事務局長／
信州大学 繊維学部 特任教授（産
学官地域連携）工学博士

岡田　基幸
（おかだ・もとゆき）

特集２● 競争力アップ  なるほど大学活用法

中小企業の海外展開支援と地域の大学の役割
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とができる。
　私が昨年大いに刺激を受けた地を紹介したい。それは、中国沿岸部と内
陸部をつなぐ交通の要所、広州や武漢、常熟。それからイノベーションが
巻き起こっている米国シリコンバレーといった、活力ある産業集積地だ。
　中国はここ 10 年で中小企業の数が 1億社にも膨れ上がった。製造業の
数だけでも 1,000 万社。日本の製造業 40 万社の実に 25 倍にも上る。先
に挙げた中国の各都市には日本の自動車メーカー各社が進出しており、中
国企業との合弁会社も設立されている。市場に目を向ければ日本国内での
自動車販売台数はここ数年下降傾向にあり、エコカー関連事業で活況に沸
いた 2010 年でも年間約 495 万台。ところが中国では 09年の時点で国内
販売台数が 1,364 万台を超し、10 年後には 2,300 万台になるとの予測も
ある。
　この流れを受け、マーケットに近い地域での生産ラインの整備が加速。
部品や設備、型といった日本のものづくり企業が得意とする分野での現地
調達は拡大傾向にあり、ボリュームゾーンでの設計、製造は争奪戦だ。一
方でセンサー、鍛造、メッキ処理関連の技術にはまだ乏しく、日本企業の
「技術」や「商品・サービスのブランド」はのどから手が出るほど欲してい
るところである。
　シリコンバレーに目を向けると、サンノゼ、サンタクララの 2地域のみ
でも約 400 社の中小製造業が集積している。産業分野は多岐にわたり、現
在では IT のみならず、軍需産業やバイオテクノロジー、新エネルギー分野
のベンチャー企業が多く誕生しているという。加工部品、組み立て技術な
どのニーズは幅広く存在しており、中小企業にとってみればその可能性は
未知数なのである。
　日本のものづくり中小企業がこうした実情を肌で感じることこそ、海外
での事業展開の第一歩なのである。

◆一騎当千の覚悟で臨む
　実際、私も幾度かの渡航を通じて、海外でも勝負どころが
たくさん潜んでいることを感じ取った。たとえば、今や右肩
上がりの中国経済だが、先行きを不安視する中国人経営者も
存外に多い。各国は最先端技術を出し渋っている状態にあ
り、中国国内の技術導入は鈍化傾向にあるからだ。加えて中
核技術者の流動が激しく、ノウハウが蓄積できないという問
題も浮上してきた。品質管理部門が、日本に回帰している事
例もある。こうした状況を受け、中国企業は日韓や欧米にお
いて優秀なメーカーや人材の確保に乗り出している。中国が
圧倒的な規模で市場としての魅力を放ち始めた一方では、こ
のような隙も垣間見える。前述したようにアジア圏全体を一
地域としてとらえた企業活動はもはや、必然だ。今この時に
中小企業は見聞を広げ、保有技術の高度化に向けた国内企業の連携や産学
官連携を強めていくべきである。

中国系自動車部品工場（広州）
現場改善・作業改善の余地有り
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　「蟻の穴から堤も崩れる」という。中国経済が成長を止めたとき、3度の
バブル崩壊を経験し、乗り越えた日本の中小企業経営者の強みやすごみが
発揮されることだろう。中国脅威論から脱却し、一騎当千の意気込みで日
本のものづくり企業がもう一頑張りすれば、再び、技術立国としての復権
が得られると確信している。
　同様のことは米国にも言える。シリコンバレーで活躍する企業の大半は、
韓国や台湾の企業が占めている。技術的には日本国内の先進的な中小企業
のレベルにはるかに劣るにもかかわらず、だ。納期対応や技術提案などソ
フト面も弱い。こうした背景を知れば、やるべきことは見えてくる。日本
の優れた技術や対応こそが、研究開発の最先端地域で必要とされているも
のだと強い思いを抱いている。

◆地域の大学の資産を生かす
　忘れてはならないのが各地域にある大学の資産の活用だ。
現在、多くの大学はその研究分野において海外の大学と連携
を強化している。長野県上田市にキャンパスを置く信州大学
繊維学部を見ても、米国、中国、英国、韓国など 37の大学
や研究機関・企業と交流協定を結び、海外企業でのインター
ンシップや留学生の受け入れが進む。
　先の予算案では平成 23年度文部科学省の大学関係主要経
費が拡充される見通しであり、研究・教育、職業人育成など
各大学にあった機能の強化が見込まれる。大学には新産業の
成長著しいシリコンバレーや、環境・介護などで世界をリー
ドする欧州諸国とさらなる連携を深め、情報収集や商品企画力を高めてい
くことが望まれる。人間工学や感性工学といった日本の誇る研究成果や環
境エネルギーなど成長分野の技術開発、商品企画を推し進め、日本は世界
に対するアジア圏の司令塔の役割を担っていくべきである。
　また、人材という観点から見ても大学の果たす役割は大きい。昨今の就
職難を見れば、今後、若者の大企業離れが進み、やりがいを求めた優秀な
若者が中小企業に集まってくると予想される。彼らの活躍フィールドを考
えると、国際化業務が進展することは想像に難くない。また、自社の海外
部門を強化するうえで、留学生の採用を検討することも必要だろう。なぜ
なら、留学生は自国ではエリート階層。業務提携の可能性も十分あり得る
からだ。現在、日本で学ぶ留学生の総数は 14万 1,774 人（平成 22年 5月
1日付　独立行政法人日本学生支援機構調べ）。そのうち中国からの留学生
は約 8万 6,000 人と約 6割を占める。こうした人々が日本の中小企業と
ネットワークを持つことを考えると、それだけで多種多様な展望が開けて
くる。
　中小企業の海外展開の鍵は、地域の大学にあるといっても過言ではない。
われわれ地方のコーディネータは、今まで以上に地域の大学と強固に連携
し、国内外から大学に集まった情報を、地域の企業に還元することに注力
すべきである。

日系 IT 企業（ミャンマー・ヤンゴン）
ヤンゴン大学の優秀な学生を採用
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　株式会社内子フレッシュパークからり（以下、からり）は、愛媛県内子町
と農業協同組合と農家 158 人を含む町民 373 人が出資した第 3セクター
である。資本金を 2007 年に増資し、7,000 万円となった。内子町は、松
山市から南西42キロに位置し、2005年1月1日に旧内子町、旧五十崎町、
旧小田町の 3町が合併し、人口 1万 8,926 人（2010 年 10 月）、うち農業
人口は 2割強を占める。
　からりは、特産物直売所とパン工房・薫製工房・シャーベット工房・あ
ぐり加工場などの農産物加工施設、レストランからりやあぐり亭の飲食施
設や通信販売という、超産業化を通じて地域活性化に貢献している。

　図 1の「素材」に関しては、内子町の 77％は山林であり、役場付近の標
高 100 メートルからスキー場のある 1,000 メートルの小田深山まで標高差
があり、谷あい、山あいに、帯状、棚状に田畑が点在し、平均耕地面積は、
86 アールと小規模ながら多種類の農業が営まれている。標高 100 メート
ルから 400 メートルの中腹を中心に、葉タバコや栗、柿、梨、ブドウ、
桃、リンゴ、キウイフルーツ、ミカンなどの果樹やシイタケなどが栽培さ
れている。 また、江戸時代から明治時代に和ろうそくで発展した商家の町
並みが、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、木造の歌舞伎劇場
「内子座」など観光資源にも恵まれた町である。また、小田川には、からり
橋というつり橋がかかっており、河原では子供
たちが 1日中遊ぶことができる。
　「加工・製造」については、内子で採れたトマ
トなどのシャーベット、パン、パスタ、内子豚
を使ったソーセージなど内子の素材を生かした
製品が製造されている。山内敏功氏によるデザ
インのパッケージには一貫性がある。
　「サービス」については、「森の中の直売所」と
いうコンセプトで、1級建築士の武智和臣氏デ
ザインのレストランやからり亭が人気である。
380 円の「内子豚もろみ焼きバーガー」は、内子
町内の醸造所で作った「もろみみそ」をスライス 図１　「内子フレッシュパークからり」の超産業戦略
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愛媛県内子町の第 3セクター「株式会社内子フレッシュパークからり」の成功事例に、
超産業戦略を学ぶ。

香川大学大学院　地域マネジメ
ント研究科　教授、副研究科長

板倉　宏昭
（いたくら・ひろあき）

連載　成熟化社会における超産業戦略（後編）

「内子フレッシュパークからり」
地域プロデューサーが内部力と外部力を「新結合」
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した豚肉に塗って焼き、地元の新鮮なレタスと玉ねぎを組み合わせた。「か
らり」だけでしか味わえない限定性による付加価値を通じたスノッブ効果
があり、2008 年度は年間 2万 5,000 個を販売した。

◆学習会「知的農業塾」を舞台に
　こうした内子の原動力は、1985 年から活動を開始した「知的農村塾」と
いう学習会である。塾長は、愛媛大学農学部教授の白石雅也氏であり、農
村における高齢者や女性の役割についての学習会を行った。
　高齢化や人口減少が進む内子町の山間部では、後継者不足や価格低下に
よって、主要地産品の1つである葉タバコの生産減少が課題となっていた。
また、「山ぎりの農業」すなわち、山間部の農業で「いいものを作れば売れ
るはず」という思いの限界や、将来への不安があった。JA の規格通りに
「言われたままに作る」ことには展望がなく、後継者が育つはずがないと考
えていた。
　知的農村塾を通じて、内子のフルーツパーク構想が計画されていった。
その 3つの方針とは、農業にサービス業的視点を導入すること、都市と農
村の交流を促進すること、農業の情報化を図ること、である。こうした 3
点を柱とした構想を元に内子町と農家が一体となり、経営者意識の形成と
第 3セクターへの出資を通じた参画がもたらされた。
　地域プロデューサーとしては、野田文子氏が挙げられる。1997 年に、
からりの取締役に就任して経営に携わる一方、1998 年に、からり特産物
直売所運営協議会会長に就任し、現在は名誉会長となっている。野田氏は、
「作るだけの農業」からドライフラワーなどを「工夫して作り、加工し、
サービスする」経営者に変わった。「消費者が買い物に行ってレジのところ
で精算するとき、いかに自分の商品がそのカゴの中に入れられているか」
を考え、売れる商品作りをするようになった。
　野田氏は、生産者の顔が見える安全・安心な農産物を追求し、リース教
室ツアーなど年間を通した農業体験活動を実践するとともに、研修等の講
師など、農村女性起業家や観光カリスマとして活躍している。
　内子は、稲本隆壽氏（内子フレッシュパークからり初代支配人、現内子
町長）など行政と一体となった取り組みが特徴である。
　また、松山市のビンデザインオフィス有限会社代表取締役であり愛媛大
学農学部客員准教授の山内敏功氏が、パッケージのデザインなどからりの
コンセプトづくりと、その維持に深く継続的にかかわっている。なお、建
築デザインは、伊予市の有限会社アトリエ A&A 代表取締役の武智和臣氏
が担当した。行政で決めるのではなく、デザイナーと生産者が一緒になっ
て作り上げていった。

◆トレーサビリティからブランドの信頼度
　からりの情報ネットワーク「からりネット」は、消費者と生産者を結ぶト
レーサビリティとからり会員を支援する農業情報を提供する。出荷者がす
べての商品に添付するバーコードシールは、顧客が問い合わせをする際に
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管理され、その情報は、生産者別、商品別にからりネットのサーバーに情
報が蓄積される。生産者には、自分の商品の売り上げが電子メールや電話
やファックスで送付される。出荷者は、そのデータを元に日々の商品を出
荷したり、今後の出荷計画を立てることが可能となった。
　直売所の商品は、品質管理委員から、期限を過ぎたものを展示していな
いかチェックされる。
　担当者は、期限が過ぎたものや品質が落ちたものはその場で撤去してい
く。また、直売所に設けられた端末機にバーコードシールをかざすことに
より、1つ 1つの商品が誰によってどのように作られたのか、肥料・農薬
の使用状況まで詳細に確認できるようになっている。トレーサビリティシ
ステムがからりの商品が安心、安全であることを伝え、からりブランドへ
の信頼を高めるものとなっている。

◆食の安心、安全を核に
　からりの目指す新しい農業の考え方は、もともと内子町の農業と深く関
係している。地球を汚さない環境保全型農業と、農家の所得向上を図ると
いう方針を早くから打ち出していた内子町は、食の安心、安全を核とする
ことを目指して農業支援センターを設立し、肥料・農薬の低減を目指した
農業を指導し続けてきた。この農業支援センターでは、体に悪影響を及ぼ
すといわれている硝酸塩が含まれていないか、農産物に残留している農薬
の量はどの程度か、また分析センターでは、支援センターのスタッフに
よって年間 150 回もの商品検査を行い、そのデータを元に農家への指導を
行っている。また、肥料や農薬を低減する方法として最も有効な土壌の改
良についても、各農家を訪問しながら土壌検査を行い、化学物質を使わな
い土づくりを指導している。

　からりの脇には小田川が流れ、つり橋がかかっている。直接河原に降り
ることができ、子供たちが 1日遊べるようになっており、テーマパーク化
している。さらに、からりでは、体験滞在型の農業体験に取り組んでいる。
農業体験を通じて、都市部や海外からの人との交流を楽しむメイクツーリ
ズムやドライフラワーなど、加工品の体験教室も注目を集めている。また、
インターンシップによる販売実習も受け入れていて、からりの魅力を発信
する活動は広がりを見せている。
　からりの買物客の累計は 500 万人を突破し、売上高は、2008 年度で
7.23 億円となった。48 人の雇用が生まれ、農業経営者として誇りと自信
を持った女性や高齢者が国内外との交流を広げている。農業をやってみた
いという県外からの若者も増えている。原点は、知的農村塾の学習にある。
内子のものしか売らないというコンセプト、内部力（ジモティ）と外部力
（ヨソモノ）の新結合（neue  Kombination）をもたらすデザイナーなど、野
田氏を代表とする地域プロデューサーが生まれる場となったのである。
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★産学官連携による研究資金は、本年度後半、補正等でかなり出てきた。一方、
政府の事業仕分けで例年通りでなかったプログラムもあった。バリバリ外部資金
を獲得している大学もあるが、ほとんどの大学はやはり世の中の動向を敏感に反
映しているようだ。私が所属している大学も前半は悪かったが、９月以降に盛り
返し、企業との共同研究件数は前年度比 128％、研究費も前年度をかなり上回る
ようになってきた。これは、企業の先行きの景気判断が良くなり、研究投資に利
益を回すようになってきたことと、新興国との競争に勝つのは、やはり科学技術
の優れた成果を基にした新製品開発が重要であると判断していることによってい
ると思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集委員・阿部  敏郎）

★中国をはじめとするアジア圏の国々の経済的台頭等もあり国際社会における日
本の立ち位置は紛れもなく低下しているが、日本のような国は製造業においては
常にその技術的付加価値を追求していくことによる差別化を目指していくしかな
い。と考えると、産学官連携の重要性は今後ますます増してくると思われ、これ
を定着させ成熟したものにしなければならない。もちろんこの場合、単に新たな
経済的な価値を創出することに大学が一方的に協力しなければいけないというこ
とではなく、大学の本来の “研究と教育”の機能や “大学が存在することにより生
じる広義な意味での文化”の社会システム全体での最適化を、どうあるべきかとい
う議論を踏まえた上での話である。　　　　　　　　　　（編集委員・伊藤  正実）

★養護施設に贈り物をする各地のタイガーマスク（伊達直人）。この覆面が、漫
画・アニメ（梶原一騎原作）から最初に飛び出たのは 1981 年のことだった。英国
遠征中だったプロレスラーが極秘に帰国し、新日本プロレスのリングにデビュー
した。本号特集の ATL（白血病）、HAM（骨髄炎）などの原因ウイルス HTLV‐１
が発見されたのは同じころだ。こちらは約 30 年を経て、国の総合対策が動き出
す。九州以外では、このウイルス、疾病はほとんど知られていない。公費負担に
よる妊婦の抗体検査、治療法の研究はもちろん大事。しかし、家族、社会の理解
が進まなければ、偏見、差別を生みかねない。感染を防ぐため赤ちゃんに母乳を
あげられない母親がいることを、社会が温かく受け入れる――こんな輪が全国に
広がることを期待したい。　　　　　　　　　　　　　　　（編集長・登坂  和洋）

科学技術の成果によ
る製品開発の重要性

大学の本来の機能や
文化による産学官連携
大学の本来の機能や
文化による産学官連携

期待したい
もう1つの輪


