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理学が開く、
イノベーションの扉

化学科・菅研究室の「自動
ペプチド合成機」。この機械
で発見した特殊ペプチドを
化学合成する（P6参照）。



　自分を取り巻く世界を理解したい――。この素朴な感情が、理学の原動力
です。探求の末、それまで分からなかったことが分かる喜び。そして、ひと
つのことが分かると、いくつも立ち上る新たな謎。それを解き明かそうとす
る飽くなき思いが、理学を一歩、また一歩と前進させ、新たな知の地平を切
り拓いてきました。

　理学の対象は多岐に渡ります。あらゆる自然現象はもちろんのこと、それ
らの背後にある数理や情報といった抽象的な概念まで。東京大学理学部には、
多様な学問分野の第一線で活躍する研究者たちが集まっています。

　理学に求められるのは、論理で対象に迫る力と、誰もやっていない新たな
ことに挑む独創性や冒険心です。それは、研究者としてだけでなく、社会の
さまざまな場面で必要とされる能力です。理学部は、学生のみなさんが社会
の幅広い分野で活躍できるように、この能力を徹底して磨きあげます。卒業
後どのような道に進んでも、理学の力は大きな武器になることでしょう。

1985年東京大学大学院理学系研究科博士課程退
学。理学博士。東京大学理学部助手、理化学研
究所研究員、名古屋大学理学部助教授、国立遺
伝学研究所教授を経て、2001年より東京大学大
学院理学系研究科生物科学専攻教授。2017年4
月より研究科長・学部長を兼任。

Hiroyuki Takeda

東京大学大学院
理学系研究科長・理学部長
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人工知能（AI）に大きな注目が集まっている。
AIによってビジネスや社会が一変すると、
一般紙で連日のように報じられる。
その喧騒のさなか、一人のAI基礎理論研究者が、
国のAI研究プロジェクトの長の座に就いた。

「AIはもっと賢くなれる」
基礎研究で築き上げた理論を武器に、
その男はAIの未来を見据えている。

社会を大きく変えるイノベーションは、
基礎研究の積み重ねから生まれ来る。
10年後、20年後の「当たり前」を目指し、
2人の若き研究者は、前人未踏の道を進む。

Masashi Sugiyama 

1997年東京工業大学工学部情報工学科
卒業、2001年同大学大学院情報理工学
研究科計算工学専攻博士課程修了（博
士（工学））。同大学院にて助手・助教
授・准教授を経て2014年より現職。
2016年より理化学研究所革新知能統合
研究センター長を併任。

新領域創成科学研究科　
複雑理工学専攻　教授
情報科学科　教授（兼担）
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確度が高そうなものを選び出す。また、増
える一方の論文のデータから、研究のトレ
ンドや手付かずの分野を把握するためにも
AIが使われるようになりつつある。
　機械学習の精度や効率を高めれば、コン
ピュータはさらに賢くなっていく。杉山教
授はそのための研究開発に取り組んでいる。

　機械学習においてもっとも標準的なのは、
「教師付き学習」と呼ばれるスタイルだ。
たとえば手書き文字をコンピュータに認識
させる場合、書かれた文字の形と、対応す
る文字データをセットでコンピュータに教
え込む。それを繰り返すと、コンピュータ
は文字の形と文字の関係性を理解する。そ
して、次に何らかの形を与えられたとき、
文字データを推論できるようになる。
　この方法は、学習を十分に行えば高い精
度を期待できる反面、精度を求めて大量の
データで学習しようとすればするほど、そ
の分コストも高くなる弱点がある。
「自動運転技術では、カメラがとらえた画
像のなかで、人間や走行車両、障害物の有
無を人間が一つずつ示さなければなりませ
ん。こうしたデータのラベルづけには膨大
なコストがかかります」
　また、訓練データが、実際に判定を行い
たいテストデータと同じ条件で得られない
場合は、精度の高さは望めない。たとえば、
手足を動かすことができない人のために、
脳波でコンピュータを操作するブレイン・
コンピュータ・インターフェースと呼ばれ
る技術の研究開発が行われている。脳波デ
ータと操作者の意志との関係をコンピュー
タに学習させ、コンピュータを操作する技
術だが、脳波は不安定で、訓練時と操作時
に同じ脳波が出るとは限らない。
　杉山教授の研究室では、主要な研究テー
マのひとつとして、教師付き学習の弱点を
克服する方法を探求している。
「低コストで収集可能なデータのみで、コ
ンピュータが精度よく学習できる。そうい
うアルゴリズムの開発に取り組んでいます」
　一般にアルゴリズムは、目的に特化して
開発するのが最短のアプローチだ。だが、
AIに期待されている解析タスクにはさまざ
まなものがあり、それらをすべて個別に開
発すると、全体としてコストが高くつく。

「人工知能（Artificial Intelligence、以
下AI）」という言葉が初めて使われたのは、
1956年のことだ。世界で初めて汎用コン
ピュータが開発されたのが1946年、その
わずか10年後に、人間のように考える機
械をつくる試みが始まっていた。
　その後二度のブームを経て、AIは新たに
活況を帯びている。囲碁や将棋で一線級の
棋士たちをAIが破り、開発競争が激化する
自動運転技術では、AIがまさにクルマの

「頭脳」となる。数々の産業分野でAIの導
入が進み、「AI」の二文字が連日のように
紙面を賑わせる。
　活況の背景には、時代を画する技術の進
展がある。AIの「知能」の根幹である「機
械学習」と呼ばれる技術だ。情報科学科の
杉山将教授は、その基礎理論研究と応用展
開に取り組んでいる。
「機械学習とは、コンピュータが自律的に
知識を獲得するための情報処理技術です。
与えられたデータの背後に潜む規則性を、
コンピュータが自ら学習し、そうして得た
知識にもとづいて未知のデータに対して判
断を下す。それがAIの振る舞いです」
　かつてコンピュータは、人間があらかじ
め定めた手順どおりに情報を処理するだけ
の装置だったが、機械学習の技術の進展に
より、未知の状況に対応できるようになっ
た。今では、迷惑メールフィルタや産業用
ロボットの制御、医療診断支援など、さま
ざまな分野で機械学習が活用されている。
　AIは科学のあり方にも影響を与えそうだ。
創薬や新規材料開発の分野では、AIを使っ
た研究成果が出始めている。無数に考えら
れる材料の組み合わせのなかから、効用や

「私たちの研究室では、複数のタスクに統
一的に適応可能なアプローチを重視してい
ます。データ解析タスクを可能な限り抽象
化して定式化する。汎用的なアルゴリズム
の利点は、その性能を高めれば、さまざま
な機械学習タスクの性能を一度に高められ
ることにあります」

　こうしたアプローチをとれるのは、長年
の基礎理論研究の賜物だ。複数の主要論文
が計1,000回以上引用され、機械学習分野
最大の国際学会でアジア人初のプログラム
委員長を務めるなど、国内外での評価が高
い。基礎理論を応用して実社会の課題を解
くことにも積極的で、産業界との共同研究
やコンサルティングの事例も豊富だ。
　2016年4月には、文部科学省が推進する
研究開発プロジェクトの中核組織として、
理化学研究所に新設された「革新知能統合
研究センター（AIPセンター）」の長に任
命された。41歳という若さで、産業応用
への期待が高まるAIの研究開発プロジェク
トの舵取り役が、基礎理論に強みを持つ研
究者に任ねられたのである。その事実が、
期待の高さを雄弁に物語る。
　杉山教授は、AIPセンターの取り組みと
しても、基礎理論研究に力を入れると発言
している。その心は、AIの現状を踏まえる
と見えてくる。AIの産業応用を視野に入れ、
メディアで注目が集まるのが、機械学習の
方法論のひとつである「ディープラーニン
グ（深層学習）」と呼ばれる技術だ。
「深層学習は素晴らしい技術ですが、万能
ではありません。また、現在の深層学習の
研究が始まったのは2006年、それから注
目されるようになるまでに10年近くかか
っています。いま基礎研究に力を入れれば、
10年後、深層学習が解けない問題を解決
する技術を確立できるかもしれません」
　AIPセンターで基礎理論研究に力を入れ
るのは、その分野が手薄だからでもある。
「アカデミアだけでなく産業界でも、基礎
数理が分かる人材を強く求めています。基
礎研究の土台があればこそ、さまざまな分
野への応用が利くのです」
　基礎を学んだ先に、多くの道が拓けてく
る。杉山教授が歩んできた道が、まさしく
その証左である。

左は、業績が高く評価されている「非定常環
境の機械学習」の英語専門書（MIT press刊）、
右は、機械学習の初学者向けに向けた日本語
教科書。英文4冊を含む9冊の著書がある。

※所属・肩書きは取材当時（2016年12月）のものです。

コンピュータは
どこまで賢くなれるか

AIを賢くする
学習法の妙技

数多の道を切り拓く、
基礎研究の力
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選んだのは、生命科学の分野だ。
「物理学や化学では、対象を精密に分析す
る“精密計測"の文化があり、そのための技
術が数多く開発されています。それと比べ
て生命科学の計測には粗さが残り、そこに
可能性を感じています」
　たとえば、血液1 ml中には60億個もの
細胞が存在するが、今の血液検査技術では、
1 ml中に1万個以下の稀少細胞を検出する
ことは難しい。だがそこにこそ、医療にブ
レイクスルーをもたらす可能性がある。
「先端光科学を基軸に、膨大な数の細胞集
団から、稀少かつインパクトの大きい細胞
を見つけ出す装置の開発を目指しています。
いわば、特別な細胞を高速かつ高精度で見
つけ出す“細胞検索エンジン"です」
　Googleの検索エンジンが情報検索にか
かる時間コストを劇的に押し下げ、社会を
大きく変えたように、細胞検索によって生
命科学にインパクトをもたらす――。それ
を合田教授は目指しているのだ。
　開発に取り組む“細胞検索エンジン"の名
は、「セレンディピター」という。「セレン
ディピティ（偶然による幸運な発見）」を
意図的に引き起こす装置という意味だ。

　2016年2月、世界初の「重力波」観測が
発表された。アインシュタインが100年前
に存在を予言していた現象だが、発生頻度
はきわめて低く、シグナルが微弱であるた
め、長く観測できずにいた。
　自然界には、重力波のように「科学的に
は重要だが、再現頻度がきわめて低い事
象」がある。こうした現象は発見や検証に
膨大な時間がかかり、科学としては扱いに
くい。一方で、科学の歴史は、観測・計測
技術を発展させ、科学が扱える範囲を広げ
てきた歩みでもある。対象を精密に捉える
技術が、現象の背後に潜む法則をあぶり出
し、あるいは稀少な現象を検出し、科学を
新たな段階へと導いてきた。重力波はその
好例だ。
　化学科の合田圭介教授は、先端光科学研
究を専門とする。米国の大学・大学院に在
籍中は、レーザーを用いた重力波検出器の
開発を行っていた。その装置開発の目処が
立った博士課程の終わりごろ、合田教授は
次なる研究対象を探し始める。新たな道に

　膨大な細胞集団のなかの稀少細胞――。
それはまさしく「砂浜に埋もれた一粒の砂
金」であり、発見には膨大な時間と幸運が
必要だ。科学はときに、「セレンディピテ
ィ」によって発展を遂げたが、それに匹敵
する重大な発見を、計画的に達成するのが

「セレンディピター」開発の目的だ。

　合田教授の取り組みは、画期的なアイデ
アを持つ研究者を支援する内閣府の革新的
研究開発推進プログラム「ImPACT」に採
択された。合田教授は国内外19の研究機
関や医療機関、企業と連携し、総勢200名
規模の研究者らを統括する。「セレンディ
ピター」の開発に加え、環境分野と医療分
野での応用展開も目指す。
「セレンディピター」の発想の原点にある
のは、合田教授が開発した光科学の技術だ。
「顕微鏡下で秒間1億枚の撮影が可能な超
高速カメラを開発していました。この技術
を応用すれば、多くの細胞を高速撮影でき
ると気がつきました」
　高速流体中を流れる細胞を瞬時に撮影し、
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生体内には多様な細胞が存在する。
その個別の性質を一つずつ細かく捉えることは、
生命科学における大きなチャレンジだ。
かつて重力波検出を目指した若き研究者が、
その難題に果敢に挑む。

偶然を必然に変える、
ある壮大な試み

膨大な細胞をとらえる
先端光科学の力

Keisuke Goda 
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ビッグデータをつくり出す。大量の細胞画
像を高速で解析すれば、「砂浜から一粒の
砂金」を見つけ出すことができる。研究室
には「世界最高速」を誇る撮影方式が複数
あり、探し出したい細胞の特徴にあわせて
最適な方式を選択する。
　2014年度に始まったプログラムでは、
環境分野の応用展開で、すでに具体的な成
果が出始めている。
　動物と植物の特徴を併せ持ち、光合成で
増殖する単細胞生物のミドリムシは、体内
で脂質を産生する。脂質産生量を高めれば、
石油代替燃料になるとの期待が高い。その
ため、野生型のミドリムシにさまざまな変
異を導入し、そこから脂質産生能力が高い
個体を選別して、大量培養を目指している。
「2016年の実験データで、変異を導入し
た細胞集団は、野生型集団より平均1.4倍
多くの脂質をつくれるようになりました。
なかには、野生型より数倍多くの脂質を含
む個体も少数ながら見つかっています」
　細胞内の脂質の量を見極めるのが、「無
標識分光イメージング」の技術だ。分子固
有の振動を波長の違いで読み取り、細胞内
のどこにどの物質がどれぐらい存在してい

るかを見分けられる。ミドリムシからは医
療への有用性が高い糖類も見つかっており、
その大量産生も期待される。

　ImPACTのプログラムには、さまざまな
分野からエキスパートが集う。その顔ぶれ
は、国際的であると同時に学際的だ。
「学際化は、もはやサイエンスの前提です。
1920年以前、論文は一人で書くものでし
たが、2012年時点で共著者数は平均5.3人
に増加し、2030年には7.5人になると予想
されています」
“グローバルリーダー"たれ――。学際化の
時代を見据え、合田教授は学生たちにそう
発破をかける。
「グローバルの本質は、ローカルの対概念
であることに尽きます。ローカルとは同種
の人々の集まりであり、同じ専門用語を話
す同種の人々もローカルです。異なる分野
の言葉や価値観を理解し、それをつないで
ひとつの方向に引っ張っていける人材。そ
れが真の“グローバルリーダー"です」
　合田教授は、科学と産業をつなぐことに

も意欲的だ。ImPACTのプログラムでも、
当初から事業化を視野に入れる。
「多くの科学研究は、税金の形で社会に支
えられています。社会に研究成果を還元し、
得られた恵みで研究を支えてもらう。その
ためにも、科学の成果を産業につなげ、両
者の循環をつくることが重要です」
　その思いは、学生に呼びかける言葉にも
あらわれる。
――Nature or Venture.

『Nature』誌に掲載される論文を書くか、
起業して社会にインパクトを与える事業を
展開するか。学生に望むのは、そのどちら
かだ。能力と野心を兼ね備えた人材が、合
田教授のもとに集まってくる。

※所属・肩書きは取材当時（2016年11月）のものです。

Nature or Venture
科学と産業をつなぐ

2001年UCバークレー理学部物理学科を首席で卒
業。2007年MIT理学部物理学科博士課程修了（理
学博士）。その後、UCLA工学部で研究員を務め、
2012年より現職。2013年よりUCLA工学部教員
を兼任。2014年よりImPACTプログラムマネー
ジャー。

化学専攻物理化学講座　教授
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ンチャー企業が、名だたる大手製薬会社に
認められ、業績も好調であることだ。
「核となる技術は、『フレキシザイム』と
名付けた人工RNA酵素です。それにより、
生体内ではつくられることのない、特殊な
構造のアミノ酸を組み込んだ『特殊ペプチ
ド』を効率的につくれるようになりました。
あわせて、兆単位のペプチドから薬剤候補
を素早く見つけ出す技術も確立し、『特殊
ペプチド創薬』の道を切り拓きました」
　化学と生物学の境界領域で革新的な成果

　化学科の菅裕明教授が率いる「生物有機
化学教室」は、有機化学と生物学の融合領
域で先端研究に取り組む。その評価は高く、
菅教授は2016年、大手出版社主催の「日
本イノベーター大賞」の「特別賞」に輝い
た。選考理由は大きく2つ。長年の基礎研
究の末に生まれた創薬技術の革新性と、技
術の事業化のために菅教授らが設立したベ

をあげる菅教授のもとには、国境を越え、
さまざまな国から研究者や留学生が集まっ
てくる。総勢50名超のメンバーのうち、3

分の1近くが博士研究員（ポスドク）なの
は「おそらく東大内でも類を見ない」（菅
教授）が、そのうち12名が外国籍で、英
・独・仏・スペイン・ギリシャ・インド・
中国と、出身国の多様さも際立っている。
オーストラリア出身の助教、中国とペルー
出身の博士・修士課程の学生も合わせると
外国人は17名、研究室内のほぼ3人に1人

修士課程1年 修士課程1年

修士課程2年

教授

修士課程1年

博士課程1年

“World” in the Laboratory

“世界”を呼び寄せる
革新的な研究

サイエンスに国境は存在しない。化学科・化学専攻の菅裕明教授の研究室は、
それを体現するひとつの好例だ。在籍する学生・研究員のうち、
ほぼ3人に1人が外国籍。英語が飛び交うのは日常の風景だ。

化学科
生物有機化学教室
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は、自身の体験を次のように語る。
「大学入学までの10年間、米国にいました。
日本に帰国後、英語力が落ちていることに
危機感がありましたが、学部4年で菅研究
室に入り、半年でほぼ英語力が戻りました。
専門用語やアカデミックな英語表現も学べ
てとても勉強になっています」
　生物学科から化学専攻に進学した修士1

年の小松大和さんの研究室への印象は、次
のとおりだ。
「生物と化学の融合領域を研究したくて菅
研究室を志望しました。日本で何気なく暮
らしていると、外国人と話す機会は滅多に
ありませんが、ここでは英語が当たり前の
ように使われていて、生きた英語を肌で学
ぶことができます。大学院の授業もすべて
英語で行われていて、英語で化学を学べる
のも力になっていると感じます」
　なお、化学専攻では2008年からすべて
の授業を英語化し、化学科でも2015年から、
日本人学生向けにもすべての授業を英語に
切り替えた。堤見さんの一つ下の学部生が
その一期生だ。
　幼少期に5年の在米経験があり、学部4

年から菅研究室に在籍する博士1年の石田
啓さんは、研究室の魅力を次のように語る。
「純粋に研究が面白くて、ずっとこの研究
室にいます。修士と博士のタイミングで海
外に行くことも考えましたが、ここに残る
道を選びました。外国人のポスドクが大勢
いるので、日々の研究が英語の訓練になり
ますし、研究室の環境・設備も世界でも指
折りで、何よりここにしかない独自技術が
あります」
　週1回の全体会議では、外国人は英語で、
日本人は日本語と英語で毎週交互に、自分
の研究の進捗状況を発表する。「外国人の
研究者が英語でどう発表するか、毎週間近
で聞けるのもとてもいい勉強です」と石田
さんは付け加える。

を占める。
　菅教授自身も米国マサチューセッツ工科
大学で学位を取得、研究職の経験もある。
週に1回開かれる研究室の全体会議では、
英語が当たり前のように飛び交う。
　菅研究室の革新性と国際性は、留学生に
とっても魅力的だ。中国出身で修士1年の
Wenyu Liuさんは、学部3年次に復旦大学

（上海市）の化学専攻から、理学部化学科
へ編入した。2014年秋に理学部化学科で
始まった留学生受け入れプログラム

「Global Science Course（GSC）」の第
一期生だ。GSCの授業はすべて英語で行
われる。Liuさんは学部卒業後も東大に残
り、理学系研究科化学専攻に進学した。
「GSCでは、6つの研究室を2週間ずつ体
験する実習プログラムがあります。そのひ
とつに菅研究室があり、独自の技術に惹か
れました。大学入学時の専攻は医学で、2

年次に専攻を変えました。もともと医学と
化学の両方に関心があり、その融合領域で、
先端研究に取り組みたいと思ったのです」
　ペルー出身で修士2年のM a n u e l E . 

Otero-Ramirezさんは、母国のペルー・
カトリカ大学（リマ市）を卒業後、大学院
から理学系研究科化学専攻に進学した。
「大学では高分子化学を研究していました。
大学院では新しい分野に挑戦しようと、生
物化学分野で面白そうな論文を探していた
ら、菅先生の論文を見つけました。ぜひ菅
先生のもとで研究したいと調べてみたら、
地球のほぼ裏側、日本の大学に行かなけれ
ばならないと分かって驚きましたが、とに
かく研究に惹かれて東大進学を決意しました」

　これだけ大勢の外国人が集まる研究室を、
日本人学生はどのように見ているのだろう
か。在米経験の長い修士1年の堤見遥さん

　多国籍な菅研究室は、各人の研究内容も
多様だ。ベースになるのは、「フレキシザ
イム」や「特殊ペプチド」といった菅教授
が開発した技術だが、各人が自分で選んだ
テーマと向き合っている。
　共通点を挙げるとすれば、次の2点に集
約できる。「アンメット・メディカル・ニ
ーズ（Unmet Medical Needs）」と「アン
ドラッガブル（Undruggable）」。いまだに
治療薬がない分野の医療ニーズに応え、創
薬が困難な標的に作用する薬剤を探索する。
「いずれも、結果が出るかは分からない難
しいテーマですが、そこに挑んでこそ、イ
ノベーションの道が拓けてきます。困難へ
の挑戦から得られる経験は計り知れません。
学生たちは、それぐらい大きな研究に取り
組んでいます」
　菅教授を筆頭に、研究員や学生を、チャ
レンジングなテーマに駆り立てるのは、ア
カデミックな探究心だ。実は、菅教授が社
外にベンチャー企業を立ち上げたのは、こ
の自由な研究環境を守るためだ。
「企業との共同研究はベンチャー企業で引
き受け、研究室は基礎研究に専念できるよ
うにしています。理由は2つ。企業と組むと、
ビジネスに直結する成果が求められ、基礎
研究から離れていくこと、研究成果を論文
で発表できなくなることです。これでは、
基礎研究を続けていけません」
　イノベーションは、基礎研究のブレイク
スルーから産まれる――。それが、菅教授
の経験に裏打ちされた信念だ。
　基礎研究を前進させるため、研究とビジ
ネスを明確に分ける。自由な研究がブレイ
クスルーを産み、世界中から優秀な人材が
集まってくる。菅研究室が革新的かつ多国
籍なのは、理由あってのことなのだ。

※所属・肩書きは取材当時（2016年12月）のものです。
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日々の研究を通じて、
生きた英語を肌で学ぶ

イノベーションを産む、
基礎研究のブレイクスルー
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射（CMB）」の「Bモード偏光」と呼ばれ
る現象の観測を目指すプロジェクトです。
Kuo先生の研究室は、観測装置の開発に取
り組んでいます。
「CMB」も「Bモード偏光」も、宇宙の起
源と密接に関わる物理現象です。現代の技
術で観測可能な最古の宇宙の姿は、誕生か
ら38万年後のものです。それ以前は、ビ
ッグバンの影響で宇宙の温度があまりに高
く、電子の活発な動きに遮られ、光は遠く
まで進むことができませんでした。次第に
温度が下がり、光が遠くへ進めるようにな
ったのが、「宇宙の晴れ上がり」と呼ばれる
現象です。そのときの光（電磁波）がCMB

で、ビッグバンの証拠とされています。C

MBは1964年に初めて観測され、今ではビ
ッグバンは揺るぎない定説となっています。
　ただ、ビッグバンだけでは宇宙の成り立

　学部4年次の夏、理学部の「学生国際派
遣プログラム（SVAP*1）」に応募して、米
国スタンフォード大学に7週間留学しまし
た。受け入れてくださったのは、宇宙物理
学のChao-Lin Kuo教授です。実は3年次
にも、サマースクールでスタンフォードを
2ヶ月訪ね、Kuo先生の研究室に所属され
ている助教の方の講義を受ける機会があり
ました。そのとき、Kuo先生が、宇宙の起
源に迫るプロジェクト「BICEP-3」に携
わっておられることを知りました。宇宙の
起源や成り立ちを研究する「宇宙論」に関
心があり、Kuo先生のもとで学んでみたい
と留学を決めました。
「BICEP-3」は、「宇宙マイクロ波背景放

※所属・肩書きは取材当時（2016年11月）のものです。

School of Science as a Global Hub

ちを十分に説明することはで
きません。ビッグバン以前に

「インフレーション」と呼ば
れる急激な加速膨張が起きた、
という理論を提唱されたお一
人が、東京大学名誉教授の佐
藤勝彦先生です。インフレー
ションは138億年前の宇宙誕
生からわずか10-36秒後に起
きたとする説が有力ですが、
それを直接的に裏付ける決定

United States of 
America

神奈川県横浜市生まれ。2013年3月公文
国際学園高等部卒業、同年4月東京大学教
養学部理科I類入学。15年4月同大学理学
部天文学科進学。17年4月より同大学院理
学系研究科物理学専攻修士課程に進学、
同研究科附属ビッグバン宇宙国際研究セ
ンター（RESCEU）に所属予定。

*1: Study and Visit Abroad Program
*2: P4、P11、P12も参照。

Daichi Tsuna 

理学部天文学科4年
戸谷研究室

的な証拠はまだ観測されていません。
　インフレーションの証拠として注目され
ているのが、「原始重力波」と呼ばれる現
象です。2016年2月に世界初の検出が報じ
られた重力波は、2つのブラックホールが
衝突して生まれたものです*2。一方、「原始
重力波」はインフレーションによって起き
たとされる重力波です。ブラックホール由
来のものよりはるかに微弱で、今ある重力
波検出器で直接観測することはできません。
ただし、原始重力波の影響でCMBがわず
かにゆらぐ「Bモード偏光」が起こると考
えられていて、これを観測できればインフ
レーションを裏付けることができます。
　天文学には大きく理論・観測・装置開発
の3つの分野があり、理論分野の戸谷友則
先生にご指導いただいています。理論の魅
力は、時間や技術などの制約を受けること
なく、多様な現象を扱えることです。それ
を体現されているのが戸谷先生で、幅広い
分野で業績をあげられています。
　私自身の関心領域も広がってきています。
もともとあった「宇宙論」への興味から、
今ではブラックホールの理論研究にも惹か
れています。いずれは戸谷先生のように、
幅広い分野で活躍できる理論研究者になる
のが目標です。

NASAが打ち上げたWMAP探査機が観測した宇宙マイクロ波背景放射
（CMB）。青いところが温度が低く、赤いところが温度が高い。白い線
は偏光の方向を示す。©NASA
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　今は2つの研究に取り組んでいます。ひ
とつは、「固有モード」と呼ばれる方式を
用いて、津波の波形をシミュレーションで
高精度に再現することです。物体には特定
波長に共振する「固有振動」が存在します。

「固有モード」はこの性質を踏まえたアプ
ローチで、他の方式よりも計算が早いのが
利点です。ただ、コンピュータの処理能力
の限界から、津波の波形再現に適用された
例はありません。唯一近い先行研究として、
佐竹先生らが1988年に取り組まれた日本
海中部地震（1983年）の津波研究があり
ますが、技術面での制約から波形を再現す
ることはできませんでした。
　私は修士課程の2年をかけて、同じ日本
海中部地震の津波を、「固有モード」を用
いてより高精度に再現することに成功しま
した。同じアプローチで、世界のさまざま

　地球惑星科学専攻・地震研究所の佐竹健
治先生の研究室で、津波について研究して
います。津波は、海底の地殻変動により海
水全体が垂直方向に隆起あるいは沈降する
現象で、その特徴は、波長が数キロから数
百キロメートルにも及びます。波長に比べ
て水深が浅い水域での波の動きは「浅水波
方程式」で表され、津波を理解する重要な
手掛かりです。
　私は中国・上海の出身で、北京大学地球
物理専攻を卒業しました。中国では津波の
被害は滅多になく、学部時代はもっぱら地
震を勉強していました。大学入学前年の
2008年に起きた四川大地震が、私の関心
を地震に向かわせたのです。
　津波に関心を持ち始めたのは、2012年
の夏、東大理学部の研究インターンプログ
ラム（UTRIP*1）で佐竹先生の研究室に来
たのがきっかけです。幼いころから見てい
たアニメの影響で、日本は憧れの国でした。
北京大学のウェブサイトでプログラムのこ
とを知り、地震研究の盛んな日本に学びに
行こうと応募しました。
　佐竹先生からは津波について多くのこと
を教わりました。2011年の東日本大震災
は中国でも大きく報じられていたこともあ
り、津波を本格的に研究したいと、大学院
で佐竹研究室に進学しました。

日本海中部地震のシミュレーションから得られた知見
をもとに、海底断層が動いたときの固有モードの重み
を計算。浅いところで起きる地震ほど、重みが大きく
なることが示さていれる。

中国・上海市生まれ。2009年9月北京大学に入学、
地球物理専攻。2012年夏、学部3年時にUTRIP
で東大理学部での研究インターンを経験。2013
年9月東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻に
進学（地震研究所所属）。2015年10月より同博
士課程。

Yifei Wu 

な津波を調べていきたいと思っています。
　もうひとつの研究テーマは、「重力波

（gravity wave）」です。アインシュタイン
の予言で有名な一般相対性理論の「重力波

（gravitational wave）」とは異なる流体力
学上の概念で、液体や気体が重力によって
復元しようとして起こる波のことです。津
波も「重力波」の一種ですが、2011年の
東日本大震災では、津波の前に振幅の小さ
な「重力波」が観測されました。そのメカ
ニズムの解明を目指し、モスクワ大学で津
波の理論研究をされているM.ノゾフ教授
らと共同研究に取り組んでいます。

Beijing,
China

　この共同研究は、東京大学がモスクワ大
学・サンクトペテルブルク大学と実施して
いる日露学生交流プログラム（STEPS*2）
で、モスクワ大学に2ヶ月留学したことを
きっかけに始まりました。博士課程に進学
して次の研究テーマを探していたタイミン
グで、理論に強いノゾフ教授から直接指導
を受け、つながりをつくれたことは大きな
財産です。日本が持っている東日本大震災
の観測データと理論を組み合わせ、今後は
津波のさらなる解明に取り組んでいきます。

*1 UTRIP: The University of Tokyo Research 
Internship Program
*2 STEPS: Students and Researchers Exchange 
Program in Sciences
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界初の医薬品をつくり出したのです。
　私が入社直後に取り組んだのも、医療へ
の応用展開が広く期待されていた「プロス
タグランジン」の全合成研究です。このと
き開発した合成方法は、嬉しいことに現在
も広く使用されています。次第に薬そのも
のをつくってみたくなり、希望を出して医
薬品探索研究部門に異動しました。
――そこでは具体的にどのような研究を?

　ここでも10年ほど在籍し、血液疾患関
係の治療薬探索に取り組みました。「血小
板減少症」の治療薬開発では、化合物の探
索から開発品創出までを手掛け、後を託し
て部門を離れました。2007年に、本開発
品が製薬企業にライセンスアウトされたと
きは、苦労をともにした仲間と喜びを分か
ち合いました。研究職として最後の10年は、
それまで未経験だった新規材料や電子材料
の開発に取り組みました。
――今は経営の舵取りを担うお立場ですね。
　2016年、当社は2030年に向けた長期経
営計画を始動させました。同時に研究職出
身として当社初の経営企画部長に就任し、

――化学専攻を卒業されて化学メーカーへ。
やはり化学がお好きだったからでしょうか。
　高校生のころから化学が好きで、将来は
化学を社会に役立てる仕事をしたいと、化
学科・化学専攻に進学しました。学生時代
に取り組んだのは、自然界に存在する複雑
な化合物をつくる「天然物全合成」の研究
です。それを活かせる会社を探して日産化
学工業に入社し、希望どおり「全合成」の
研究に10年ほど携わりました。
――自然界にある物質を人工的につくるの
はなぜでしょうか。
　一番の目的は、対象の天然化合物を安定
的に入手できるようにするためです。医療
や産業への応用が期待される天然化合物が
見つかっても、入手が難しければ応用研究
は前に進みません。全合成は、そうした壁
を乗り越えるための重要なアプローチです。
　実際、私が大学に入る少し前の1970年
代半ば、天然物全合成による創薬が大きな
注目を集めました。日本の製薬会社が、「プ
ロスタグランジン」という人体から発見さ
れた生理活性の高い化合物を全合成し、世

策定に深く関わった計画の実行責任を負う
ことになりました。
　経営に携わるのは初めてですが、研究と
の共通点を感じています。研究開発が「も
のづくり」なら、経営は「ことづくり」で
す。仕掛けをつくり、「こと」を起こす。
会社をよくする施策を打ち出し、社会に向
けてメッセージを発信する。研究開発に力
を入れる当社が、社会に価値を提供し未来
を創造できるよう、研究職の経験を活かし
て新たな業務に日々挑戦しています。
――理学の魅力とは何でしょうか。
　本質を探求する理学のアプローチは、企
業でも強く求められています。スピードや
効率を重視する企業活動の現場では、「い
い結果が出ればそれでよし」となりがちで
すが、それだけだと壁にぶつかったときに
行き詰まってしまいます。起きている現象
の原因を一段掘り下げて考える、物事の本
質に迫る理学の姿勢は、研究の世界ではも
ちろん、企業活動においても不可欠です。
思う存分、研究や学問に打ち込み、自分の
頭で考える力と習慣を養ってください。

1983年東京大学理学部化学科卒業、
85年同大学院理学系研究科化学専攻
修士課程を修了し、日産化学工業株
式会社に入社。社内の複数の研究所
所長や新事業企画部長を経て、2016
年4月に常務執行役員 経営企画部長
に。6月より現職。

Katsuaki Miyaji 

化学専攻修了
日産化学工業　取締役
常務執行役員／経営企画部長

“Voices” from Alumni

※所属・肩書きは取材当時（2016年11月）のものです。

好きな化学で社会の役に立ちたいと、
化学メーカーに就職する道を選んだ宮地氏。
30年の研究開発の後に待っていたのは、会社の舵取りを
担う経営陣としての職務だった。

理学を学んだ先にはさまざまな道がある。企業に活躍の場を見出し、
研究の世界に身を投じる。3人の卒業生が、歩んできた道を語ってくれた。
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　実は、もともとは観測をしたかったので
すが、銀河や星団の進化を詳しく調べるに
は理論のアプローチが向いているようだと、
思い切って理論の研究室を選びました。プ
ログラミング初心者で不安もありましたが、
頑張って勉強しました。
――東大で学位取得後は、オランダのライ
デン大学に赴任されたと伺っています。
　指導教官だった先生のご友人が教授をさ
れていたのがきっかけで、ポスドクとして
採用していただきました。実は博士3年の

――どんな研究をされているのですか。
　理論天文学の分野で、銀河や星団の形成
・進化について研究しています。スーパー
コンピュータでシミュレーションを行い、
銀河や星団が、宇宙の歴史のなかでどのよ
うに形づくられ成長してきたかを探ってい
ます。重力波の検出は、近年の科学のビッ
グニュースの一つです。星団の中でブラッ
クホールがどれぐらいつくられ、そこから
いつ、どのように重力波が放出されるかの
理論予測も研究テーマの一つです。

ときに結婚していて、夫を日本に置いての
単身赴任です。海外で研究職を経験する最
後のチャンスだと覚悟を持って臨みました。
　オランダでの経験は今も大きな財産です。
天文学専攻の博士課程の学生の約半分と、
ポスドクのほとんどが外国人で、多様なバ
ックグラウンドを持った人たちと触れ合う
ことができました。それも、オランダの天
文学分野のユニークな育成方針のおかげで
す。自国の学生はポスドクで極力採用しな
い方針をとっていて、学生を国外に出して
武者修行で育てているわけです。
　多様なのは国籍だけではありません。日
本の天文分野では、ポスドクの女性比率が
1割を切りますが、オランダでは3割ぐら
いが女性でした。大学院生やポスドクのな
かには、結婚して出産もして、子どもを連
れてオランダに来ている人もいました。旦
那さんを母国に置いての母子国外赴任です。
――帰国後にお子さんを出産されてからは
研究と育児の両立を続け、第二子の出産も
間近と伺っています。
　来週が予定日です。オランダで出会った
たくましい同年代の女性研究者たちの姿に
勇気づけられて、任期付きの前職中に第一
子を出産しました。日本の天文学分野でも、
産休や育休の制度はもちろん整備されてい
ますが、女性研究者の絶対数そのものが少
なく、制度にはさらなる改善の余地もある
のではと感じています。たとえばオランダ
では、産前産後の休みは半年程度と短い代
わりに、子どもが大きくなるまで男性も女
性も週4日勤務、朝8時に来て5時に帰る人
が多くいました。研究者も、自分の生活に
合う働き方を選べるのが理想的です。いず
れは、そうした制度づくりにも関わってい
けるようになりたいと思っています。
――学生のみなさんにメッセージを。
　特に女子学生は、いずれは仕事か家庭か
で悩む日が来るかもしれません。そんなと
きは、欲張ってどっちもやってみるように
してください。ただし、すべてで完璧を目
指すのは諦めましょう（笑）。完璧でなく
とも、やるべきことをやっていればチャン
スは来ます。東大女子には完璧主義が多い
のも知っていますが、チャンスを気楽に待
つのも生き抜くうえでは大事なことです。

2005年東京大学理学部天文学科卒業、
07年同大学院理学系研究科天文学専
攻修士課程修了、10年同博士課程修
了。オランダ・ライデン大学での博
士研究員、国立天文台での特任助教
を経て2016年より現職。

Michiko Fujii 

天文学専攻修了
理学系研究科天文学専攻　
准教授

ずっと目指していた研究者の道を歩む天文学科の藤井准教授。
母として研究者として、充実した日々を送る。それには、
オランダで過ごしたポスドク時代の経験が活きている。
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まして、「自分が貢献した装置が重力波を
捉えた」ことを思うと無上の喜びです。
――具体的にはどのような技術でしょうか。
　重力波は、レーザーと鏡を使って検出し
ます。レーザー光を直交する二方向に分け、
その先の数km離れた場所に鏡を置く。鏡
に反射されて戻ってきた光の波が直交点で
ぴったり重なるよう調整します。ところが、
重力波によって空間に歪みが発生すると、
左右の鏡と直交点との距離がほんのわずか
ながら変わり、波にズレが発生します。そ
れを検出するのが現代主流のレーザー干渉
計型重力波観測装置の基本原理です。
　干渉計の鏡は振り子に吊られていて常に
μm程度揺れています。装置が重力波を観
測できる状態を保つには、この揺れを制御
する必要があります。理学部ではその手法
の研究に取り組み、博士論文としてまとめ
ました。この手法の価値を認めていただき、
LIGOにも採用されました。
――海外に挑戦されたきっかけはなんでし
ょうか。
　私は2009年からカリフォルニア工科大
学（Caltech）のLIGO研究所に所属して
います。LIGOは、Caltechとマサチュー
セッツ工科大学（MIT）が中心となって進
める国際共同実験で、共著者に1,000人も
の研究者が名を連ねる大きなプロジェクト
です。
　それ以前は、大学院に進学した1995年

――2016年2月、重力波検出の一報に世界
が沸きました。
　重力波は、アインシュタインの一般相対
性理論の帰結として、1916年に予言され
ていた現象です。質量があるところは時空
が歪み、質量が動けばその歪みが波として
伝播する。それが重力波です。ただ、歪み
はきわめて微小で観測は困難と考えられて
いました。1960年代後半に観測実験が始
まったものの、半世紀ものあいだ検出され
ることはありませんでした。
　私自身も学生のころから20年以上、重
力波観測を目指してきただけに感慨深いも
のがあります。実は、観測装置には私が学
生時代に研究していた技術も導入されてい

から、国立天文台の観測実験「TAMA300」
に携わっていました。1999年に装置が稼
働し、世界最高感度の性能を誇った時期も
あります。国立天文台に10年在籍した区
切りに、新たな挑戦としてLIGOの最新鋭
の装置で研究したいと思い渡米しました。
このときにLIGOや他のプロジェクトが、
理学部での研究やTAMA300の開発で培っ
たこと全般を高く評価してくれていること
がよくわかりました。そういった技術の蓄
積は、現在日本で進んでいるKAGRA干渉
計の計画にも引き継がれていると思います。
――学生さんへのメッセージを。
大勢の人が力を合わせ、ひとりでは到底及
びもつかない大きな目標を達成する。それ
がビッグサイエンスの醍醐味です。また、
多くの人との共同作業を通じ、社会で広く
求められる能力を養うこともできます。論
理的に実験計画を組み立て、人との対話・
協力を通じて実行に移し、結果を検証して
次に活かす。こうした力は研究以外の世界
でも活かせるはずです。物理学に限らず、
理学にはチームで推進するさまざまな研究
があります。ぜひ理学部で、チームで成し
遂げる喜びを味わってみてください。

自身が製作した装置を
点検する新井上席研究
員（左）と同僚のエン
ジニア（右）。©LIGO 
Lab / Corey Gray

LIGOのハンフォード観測所（上）とリビングストン
観測所（下）。ノイズによる誤観測を防ぐため、両者
は3,002km離れている。©LIGO Lab

□□□□＋□□□□■□□□□＋□□□□■□□□□＋□□□□■□□□□＋□□□□■□□□□＋□□□□■□□

“Voices” from Alumni

※所属・肩書きは取材当時（2016年11月）のものです。

Caltechの新井上席研究員は、その“歴史的瞬間”の立役者
の一人だ。理学系研究科在籍中に研究していた技術が、ア
インシュタインの予言の証明に、たしかに寄与したのだ。

1995年東京大学理学部物理学科卒業、97年同大学
院理学系研究科物理学専攻修士課程修了、2002年
同博士号取得（論文博士）、国立天文台で助手・研
究員・助教などを務めた後、2009年よりCaltech
のLIGO研究所に所属。2016年より現職。

Koji Arai 

物理学専攻修了
カリフォルニア工科大学（Caltech）
LIGO研究所　上席研究員
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研究の面白さに惹かれ、研究者の道を志す
ようになる学生も多くいます。理学部に
は、国内外で活躍する第一線の研究者がい
て、最先端研究を行うためのさまざまな研
究設備があります。研究者を目指す学生が
思う存分研究に打ち込める環境が、ここに
は整っています。
　博士課程修了者の半数以上は研究職に就
きます。大半が国内外の大学・研究機関に
職を得るほか、毎年一定数が、狭き門と言
われる日本学術振興会（学振）の特別研究
員（PD）に採用されます。

　一方で、修士・博士課程修了後、研究者

以外の道を歩む人も半数近くいます。在学
中に研究以外の分野に興味が湧いて別の道
を歩み始め、あるいは、理学で学んだこと
を他分野で活かそうとする。民間企業や官
公庁への就職、起業など、理学を修めた先
輩たちのキャリアは、近年とみに多様にな
っています。
　理学の先に多様な道が開けるのは、ここ
での学びや経験が、普遍的な力になるから
です。日々の研究を通じて磨き上げた、物
事の本質に迫る探究心や論理的思考力は、
変化の激しい現代社会、各方面から強く求
められるようになっています。だからこ
そ、先輩たちは多様なキャリアを歩んでい
くことができるのです。

　理学部の卒業生は、例年のように約9割
が大学院へ進学し、そのほぼ半数が博士課
程へと進みます。理学系研究科・理学部
は、組織として研究と教育に重点を置き、

「新たな知の創造と継承」を重要な使命と
して掲げています。大学院進学率が高いの
は、学部の性質上、進学時点で研究者を志
す学生が多いのが大きな理由のひとつでし
ょう。
　とはいえ、みながみな、最初から研究者
を目指しているわけではありません。学部
3年、4年時に研究や実験と向き合い、研
究室の教授や先輩たちとの出会いを通じて

Graduates at Forefront

進路データ紹介

研究者への確かな道筋

多様化する卒業生のキャリア
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は1907（明治40）年に「うま味」の成分を
発見した池田菊苗博士（1864-1936）がいる。

　理学部は、それぞれの時代に新たな学問分
野を開拓してきた。当初発足した学科に次い
で、1923（大正11）年の関東大震災をきっ
かけに地震学科が新設された。1941（昭和
16）年には地球物理学科へと名前を変え、
現在の地球惑星物理学科につながる。1958

（昭和33）年には生物化学科が誕生する。
1940年代ごろから米国を中心に分子生物学
が急速な発展を見せ、国内の大学で初めて分
子生物学を専門に担う学科が設置された。
　コンピュータが社会に浸透し始めた1975

（昭和50）年には、情報学の研究・教育ため
に情報科学科が設立された。情報科学の発展
は科学のあり方をも大きく変え、なかでも生
命科学に大きな影響を与えた。2000年代に
入り、生命を「情報」として捉えるバイオイ
ンフォマティクスを司る教育プログラムを設
置し、2007年には、それを発展させる形で
生命情報科学科を新設した。
　140年に及ぶ歴史のなかで、理学部は多く
の世界的人材を輩出してきた。その象徴が、
世界的な賞の受賞者だ。 最初の栄冠は、
1954（昭和29）年に日本人としても初の数
学フィールズ賞を受賞した小平邦彦博士

　東京大学の創設は今からおよそ140年前の
1877（明治10）年、そのとき理学部も設立
された。だがその淵源は、さらに200年近く
遡ることができる。1684（貞享元）年、徳
川幕府内に暦を司る「天文方」が設立され、
天体観測の技術や知識の蓄積が、後の理学部
に引き継がれた。同年に徳川幕府が開設した

「小石川御薬園」は、理学部設立時に「理学
部附属植物園」となった。1860（万延元）
年には、後の化学科の母体となる「蕃書調所
精錬方」が、やはり徳川幕府内に設立された。
　理学部設立時に発足した学科は、「数学物
理学及び星学科」、「地質学及び採鉱学科」、

「化学科」、「生物学科」、「工学科」の5つだ。「数
学物理学及び星学科」は、数学科・物理学科
・天文学科の母体であり、「地質学及び採鉱
学科」は、後の地学科、現在の地球惑星環境
学科につながっていく（工学科は後に分離し
て工学部の母体となる）。
　創設当時の理学部には、「日本物理学の源
流」と称される山川健次郎博士（1854-1931）
や、「日本近代化学の父」と呼ばれる櫻井錠
二博士（1858-1939）が名を連ねる。山川
博士の教え子には、1903（明治36）年に原
子の「土星モデル」を提唱した長岡半太郎博
士（1865-1950）が、櫻井博士の教え子に

1684年 1880年 1893年 96年 97年 02年 19年1860年 1881年 1901年 23年1877年 1886年 07年 39年

（1915-1997）である。複素多様体論に関す
る業績が認められた。1973（昭和48）年には、
卒業生で初のノーベル賞を江崎玲於奈博士が
受賞（物理学賞）、理由は「半導体のトンネ
ル効果の発見」である。21世紀にもノーベ
ル物理学賞の受賞が続いた。2002年の小柴
昌俊博士、2008年の南部陽一郎博士（1921-

2015）、2015年の梶田隆章教授（理学系研
究科出身）の3名だ。理由はそれぞれ「宇宙
ニュートリノの検出」、「自発的対称性の破れ
の発見」、「ニュートリノ振動の発見」で、い
ずれも素粒子物理学における画期的な成果だ。
2016年には、理学系研究科出身の大隅良典
博士が、「オートファジーの仕組みの解明」で、
初のノーベル生理学・医学賞に輝いた。
　理学のフィールドは世界中にある。東大理
学部は、たしかにその一翼を担っている。

History of  the Faculty of  Science

1937年 数学科卒業
元理学部長

東京大学特別栄誉教授
Kunihiko Kodaira Takaaki Kajita 

日本の科学、揺籃の地

数学物理学
及び星学科が、
数学科と物理学科、
星学科に分離

地質学及び採鉱学科が、
地質学科と採鉱学科に分離

（採鉱学科は後に工学部へ）

理学部設置徳川幕府が
天文方設立

徳川幕府が
小石川御薬園を
開設

小石川御薬園が
東京大学の
附属植物園となる
（通称、小石川植物園）徳川幕府蕃書調所

精錬方設立

物理学科内に
地震学講座
設立

理論物理学科と
実験物理学科が
物理学科に再統合

人類学科新設

関東大震災発生、
それを受けて
地震学講座を
地震学科に改組

星学科が
天文学科へ改称

地理学科新設

地質学科が
地質学科と
鉱物学科に分離

生物学科が
動物学科と
植物学科に分離

物理学科が
理論物理学科と
実験物理学科に
分離

● 数学物理学
　 及び星学科

東京大学創設
東京大学が
帝国大学に改組

帝国大学が
東京帝国大学に改称

©
東
京
大
学
大
学
院
数
理
科
学
研
究
科

● 地質学
　 及び採鉱学科
● 化学科

● 生物学科

臨海実験所設置 植物園
日光分園を
設置

法律改正により
理科大学が
理学部へ名称変更

世界のなかの東大理学部

©
東
京
大
学
宇
宙
線
研
究
所
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　2016年11月末、日本の科学史に刻まれる
ビッグニュースが報じられた。理化学研究所

（以下、理研）の研究グループが「発見」し
ていた「113番元素」の名が、「ニホニウム

（Nh）」になることが正式に認められたのだ。
新元素には、最初に「発見」した研究グルー
プに命名権が与えられる。それまでは、周期
表に記載されている元素の名は、すべて米・
露（旧ソ連含む）・欧州各国によって付けら
れていたが、この「ニホニウム」が、日本は
もとより「アジア初」の元素命名となった。
この快挙に、理学系研究科附属研究施設の原
子核科学研究センター（CNS）が貢献して
いる。
　新元素「発見」の立役者は、理研の超重元

素探索を始めた当初からの苦労を知る下浦教
授は、「今回の偉業は、森田先生が辛抱強く
一つの研究に挑み続けた賜物」と、友人の快
挙に喜びと刺激を感じている。
　その下浦教授も、新元素探索に連なる研究
成果を、2015年12月に発表した。4つの中
性子だけからなる、陽子を一つも持たない「0
番元素」の原子核をつくり出すことに成功し
たのだ。「0番」の所以は、陽子の数がイコー
ル原子番号となるからだが、電子を持ち得な
いこの原子核は、正式には「元素」とは見な
されず、「テトラ中性子」の名がついている。

「テトラ」は「4」を意味するギリシャ語の
接頭辞である。
　この研究からは、原子核の成り立ちに関す
る知見を深め、宇宙の中性子星の構造解明に
つながる手掛かりを得ることが期待される。

「テトラ中性子」も、理研と東大CNSの共同
研究による成果である。

素研究グループを率いる森田浩介氏だ（九州
大学教授兼務）。森田氏が、原子番号104番
以降の「超重元素」 の探索を始めたのは
1984年のこと。それから30年以上の歳月を
かけ、悲願を成し遂げた。
「発見」と表記するのは、113番元素は自然
界には存在せず、人工的につくり出したもの
だからだ。寿命も0.002秒ときわめて短く、
つくり出したことを示す確かな証拠を揃えて、
初めて「発見」と認められる。ニホニウムは、
原子番号30の亜鉛（Zn）を、同83のビスマ
ス（Bi）に衝突させ、2つの原子核を融合さ
せてつくり出した。森田氏らが最初に新元素
をつくり出したのは2004年。2005年に2つ
目を、2012年に3つ目をつくり出し、十分な
証拠を揃えたことで、「発見」と認められる
に至った。なお、原子核はプラスの電荷を持
つ陽子と電荷を持たない中性子からなり、陽
子の数がイコール原子番号だ。
　2つの原子核を融合させるため、重要な役
割を担うのが「加速器」だ。新元素「発見」
時には、理研が誇る線形加速器「RILAC」
が使用されていた。だが、それだけでは加速
のエネルギーが足らず、不足分を補うために、

「CSM（荷電状態倍率器）」と呼ばれる加速
タンクが追加された。この「CSM」が、理
研と東大CNSとの共同で建設したものだ。
　CNSの現センター長を務めるのは、森田
氏と同学年の下浦享教授だ。同じ原子核物理
研究の道を歩む友人として、森田氏が超重元

47年 49年 74年 75年 76年 78年 84年 99年1941年 1964年 67年 1990年 05年1958年 1970年 1983年 2001年 06年 07年

「ニホニウム発見」の舞台となった理研の実験装
置群。図中の「CSM加速タンク」が東大CNSと共
同で設置した部分。なお、GARISは新元素検出に
重要な役割を果たした装置で、森田氏が設計・開
発に尽力した。©理化学研究所

テトラ中性子の4個の中性子の想像分布図（右上）と、
実験に用いられた、東大CNSが理研と共同で開発
した分析装置「SHARAQ」。©Keichi Kisamori

「113番」から「0番」へ
新元素探索の見果てぬ夢

線形加速器RILAC

地震学科が
地球物理学科に
改称

地球物理
観測所設置

物理学科が、
物理学科・
天文学科・
地球物理学科に
再び分離

情報科学研究所を
改組し
情報科学科を新設

生物情報科学学部
教育特別
プログラム設置

地学科を
地球惑星環境学科
に改称

生物情報科学学部
教育プログラム
設置

生物化学科
新設

物理学科、天文学科、
地球物理学科を
物理学科として統合

地球物理観測所を
地球物理研究施設に
改組

情報科学研究所
設置

地球物理学科と
附属地球物理
研究施設を改組して
地球惑星物理学科を
新設

アクチュアリー・
統計プログラム
設置

生物情報科学学部
教育プログラムを
改組し
生物情報科学科を
設置動物学科と植物学科、

人類学科を
生物学科に統合

東京帝国大学が
東京大学に改称

学制変更に伴う
新制の東京大学設立

高エネルギー物理学
実験施設設置
（現在の素粒子物理
国際研究センター）

遺伝子実験施設設置

分光化学センター
設置（現在の
スペクトル
化学研究センター）

中間子科学
実験施設設置
（現在の原子核
科学研究センター）

ビッグバン
宇宙国際研究
センター設置

天文学教育研究
センター設置

東京大学理学部は、2017年に創設140年を迎えた。明治時代から日本科学の礎を築き、
戦後にはノーベル物理学賞・フィールズ賞受賞者を生んだ。その軌跡を、駆け足で振り返る。
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Mathematics
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Yoshio Takahashi

Yoshitaka Oka 

Earth & Planetary 
Environmental Science

Biological Sciences

Earth & Planetary Physics

Biophysics & Biochemistry

Chemistry

Bioinformatics 
& Systems Biology

Satoshi Ide

Osamu Nureki Shu Kobayashi 

Toshihisa Takagi 
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