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Message

　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。

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

　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。

理学とは、森羅万象の「理」を明らかにする学問です。
自然と向き合い、心の内から沸き起こる
「なぜ?」を起点に、自然を理解し、
新たな知を生み出すことを目指します。
自然の探求を通じて人材育成に取り組む、
東京大学理学部の営みの一端をご紹介します。
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「アインシュタイン最後の宿題」。そう言われていた重力波がついに検出された。
それは科学にどのようなインパクトをもたらすのか。検出の背景や日本で建造が進む
重力波望遠鏡K

か ぐ ら

AGRAとともに、理学系研究科で重力波を研究する3名の研究者に尋ねた。

　その一報が世界を巡ったのは、2016年2

月11日のことだ。アインシュタインが一般 

相対性理論の帰結として存在を予言し、い
まだに確認されずにいた重力波。その直接
検出に、人類はついに成功した。
　それと思しき信号は、2015年9月14日
にキャッチされていた。研究チームは5ヶ
月近く信号データを精査し、重力波だと結
論づけた。波源は、地球から13億光年離
れた2つのブラックホール。
「それらが合体してひとつになるときに重
力波が放出されました」と、理学系研究科
附属ビッグバン宇宙国際研究センター
（RESCEU）の横山順一教授は語る。
「2つのブラックホールの質量は、それぞ
れ太陽の約36倍と約29倍。合体して、太
陽質量の約62倍のブラックホールになり
ました。合体前後の質量の差、つまり太陽
約3個分の質量が、重力波のエネルギーに
変換されました」
　重力波はなぜ生まれるのか。一般相対性

理論では、重力は時空の歪みとして説明さ
れる。質量を持つあらゆる物体は空間を曲
げ、質量の大きな物体ほど空間をより大き
く歪める。質量の小さな物体は、その歪み
に転げ落ちるように引き寄せられる。地球
上で物体が地球に向かって落下するのは、
地球の質量がはるかに大きいからだ。一般
相対性理論はニュートンの万有引力の法則
を包含している。
「重力波は、質量を持った物体が加速度運
動をしたときに生成される時空のさざ波で
す。物体の運動に伴い空間の歪みが変化し、
その波が光の速度で伝わっていきます」（横
山教授、図版参照）

　重力波が時空の歪みを伝えるといっても、
その変化はきわめてわずかだ。
「重い天体現象によって生じる重力波でも、
太陽と地球の距離を水素原子1個分ほど伸
び縮みさせるにすぎません」
　物理学専攻の安東正樹准教授はこのよう
に語る。あまりに微小であるため、当のア

インシュタイン自身、検出はほぼ不可能と
思っていたと伝わる。
　重力波の予言は、1916年になされた。
一般相対性理論からは複数の予言が導かれ、
そのほとんどは20世紀中に実証された。
世紀を跨いで確認されずにいたのは重力波
のみ。それが、「アインシュタイン最後の
宿題」と呼ばれる所以である。奇しくも、
重力波検出の一報は、予言からちょうど
100年後にもたらされた。1世紀もの時間
を要したことが、検出の困難さを物語る。

「世紀の発見」に至る
100年という時間

重力波はどのようにして
生まれるのか
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平坦な空間

重力波発生イメージ図

星の重さで歪んだ空間

重い星が運動して重力波発生
（例：連星中性子星）

岐阜県飛騨市神岡町に
建造中の重力波観測施
設KAGRAにて。精密
機器を扱うため、作業
はクリーンルームで行
われる。
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す」（カンノン准教授）
　重力波望遠鏡は超高精度であるがゆえに、
環境の変化にもきわめて敏感だ。人が感じ
ない小さな地震や、付近を車が走ることで
生じる地面の揺れ、装置が有限の温度を持
つことによって生じる振動（熱振動）など
も感知してしまう。それらはすべて、重力
波検出にとってノイズでしかない。装置は
これらの振動を低減する設計がなされてい
るが、ゼロにするのは困難だ。
　LIGOの2台の望遠鏡が3,000 km離れて
いるのも、重力波と思われる信号がノイズ
でないかを判断するためだ。信号が1台だ
けで検出されればそれはノイズの影響と分
かる。一方、2台でともに検出されたら、
ノイズの可能性は低いが、ノイズが偶然重
なる可能性はゼロではない。GstLALは信
号データを精査し、それがノイズによって
偶然引き起こされる確率を計算する。
　2015年9月14日にハンフォードとリビ
ングストンで取得した信号の波形は、どち
らも理論的に導かれる波形と驚くほど一致
していた。
「このときの信号がノイズにより偶然得ら
れる可能性は5万年に1度以下。統計的に
十分有意な確率で、重力波だと判定されま
した」（カンノン准教授）

　LIGOは2015年12月にもう1回、2017年
に4回、合計6回の重力波を検出した。こ
のうち5度は、2つのブラックホールの衝
突・合体によるものだ。
「最初に検出された重力波がブラックホー
ル由来のものであったこと、その後も同様
の発見が相次いだのは驚きでした。事前の
大方の予想では、最初に検出される重力波
は、連星中性子星の衝突から生じるものに
なると見込まれていました」（安東准教授）
　ブラックホールは、光（電磁波）さえ脱
出できないほど質量の大きな物体だ。その
存在は理論的に突き止められていたが、光
（電磁波）を発しないため直接には観測で
きずにいた。その証拠を直接的に捉えたの
は、このときの重力波検出が初めてだ。さ
らには、2つのブラックホールが連星をな
して衝突・合体すること、太陽質量の数十
倍ものブラックホールの存在が確かめられ
たのも今回が初。「世紀の発見」は、初め

What will gravitational waves bring to science

「世紀の発見」を成し遂げたのは、米国カ
リフォルニア工科大学（Caltech）とマサ
チューセッツ工科大学（MIT）が共同で運
営する重力波観測施設LIGOだ。米国北西
部のワシントン州ハンフォードと南部ルイ
ジアナ州リビングストン、約3,000 ㎞離れ
た場所に1台ずつ重力波望遠鏡が設置され
ている。いずれも1辺4 ㎞のL字型に直交
するアームを持つ。
　この巨大な装置があればこそ、重力波は
捉えることができた。それは、多くの科学
者たちの飽くなき情熱と長年にわたる努力、
科学と技術の発展の賜物である。
　重力波検出の具体的な試みは、予言から
ほぼ半世紀後の1960年代に遡る。1970年
代には、重力波の影響を示す天体現象が発
見されたが（1993年にノーベル物理学賞受賞）、
重力波による時空の歪みの直接的な証拠は
得られずにいた。
　変化の兆しは、世紀を跨ぐ2000年前後
に訪れた。L

ライゴ

IGOと同じ原理で動作する観
測施設が日米独伊4ヶ国で稼働。多くの知
見や技術が蓄積され、国際的な重力波観測
網が確立された。これらの施設は「第一世
代検出器」と呼ばれている。LIGOはこの
時期に建造され（Initial LIGO）、2010年代に
大幅に改良された（A d v a n c e d L I G O , 

aLIGO）。「第二世代」のaLIGOが本格的に
稼働したのは2015年9月。その直後、約
13億年前に発生した重力波を捉えた。
2017年には、LIGOのプロジェクトを率い
てきたCaltechとMITの研究者3名に、
ノーベル物理学賞が授けられた。

　LIGOでの重力波初検出には、2016年2

月にRESCEUに着任したキップ・カンノ
ン准教授が重大な貢献をしている。カンノ
ン准教授はLIGOの国際共同研究チーム
LSC*の一員で、重力波検出で重要な役割
を果たしたソフトウェアGstLALの開発者
である。2015年9月当時はLSCのカナダ代
表を務めており、ノーベル物理学賞につな
がった初検出の論文にも、著者の一人とし
て名を連ねている。
「重力波望遠鏡でキャッチした信号データ
は、ソフトウェアで処理できる形式に変換
されます。GstLALはそのデータを精査し、
信号が重力波によるものであるか判定しま

重力波検出を阻む
ノイズとの格闘

重力波が開いた
宇宙への新たな扉

* LSC: LIGO Scientific Collaboration02



次代を先取りする
「第2.5世代」観測施設KAGRA 

てづくしの偉業であったのだ。
「重力波による宇宙の観測は、これまで観
測できなかった宇宙物理や天体現象の観測
を可能にします」と、横山教授はその意義
を強調する。
　人類は、17世紀初頭にガリレオが望遠鏡 

を手にして以来、宇宙を見る手段を拡張し
てきた。可視光に始まり、X線や紫外線、
赤外線やガンマ線などの電磁波。そして、
宇宙から飛来する素粒子ニュートリノを観
測する「ニュートリノ天文学」。そこに、
重力波によって宇宙を捉える「重力波天文
学」が加わった。
　横山教授は長年、宇宙の起源や進化につ
いて研究してきた。原始宇宙では光（電磁
波）が直進できず、光（電磁波）ではその
姿を捉えることができない。ニュートリノ
や重力波により、原始宇宙やブラックホー
ルなど、謎に包まれていた宇宙の姿に迫る
ことができる。
　重力波の、光（電磁波）にはないもうひ
とつの特徴。それは物体を通り抜ける強い
透過力だ。大きな天体や明るい銀河中心の
向こうで起きた現象も、重力波でなら捉え
られる。重力波は、宇宙の知られざる姿に
迫る、新たな扉を開いたのだ。

　2017年8月17日に検出された重力波は、
天文学のもうひとつの扉を開いた。このと
き検出されたのは、連星中性子星の衝突・
合体による重力波。この天体現象からは光
（電磁波）も生成され、世界の複数の施設が
それを捉えた。日本の重力波追跡観測チー
ム（J-GEM）もそのひとつ。可視光と近赤
外線での観測だ。
　このときも、カンノン准教授のソフトウェ 

アGstLALが重要な役割を果たした。重力
波と思われる信号を検出すると、世界各国
の天体観測施設に自動的に連絡が届くシス
テムが整えられている。
「鉄より重い元素が中性子星の合体によっ
て生成され、その過程で電磁波が放出され
るという理論予測があります。観測された
電磁波はその予測とよく一致しており、重
元素の合成過程を捉えたことを示唆してい
ます」（カンノン准教授）
　このようにして、重力波と光（電磁波）、
ニュートリノなどを組み合わせ、天体現象
を複眼的に観測することを「マルチメッセ
ンジャー天文学」という。それにより、既
知の現象の知られざるメカニズムの解明に
つながると期待されている。
　このときの電磁波観測には、LIGOに次
いで稼働した重力波望遠鏡の貢献が大きい。
イタリア・ピサにあるV

ヴ ィ ル ゴ

irgoだ。LIGO同様
2000年代に稼働し（Initial Virgo）、その後
改良された第二世代施設だ（Advanced 

Virgo）。重力波は、検出する施設の数が多
いほど、精度よく絞り込むことができる。
2017年8月にVirgoが観測網に加わり、そ
の精度が大きく向上した。

　この国際重力波観測網への参加と貢献が
期待されているのが、岐阜県飛騨市神岡町
に建造中の重力波望遠鏡KAGRAだ。近く
には、ニュートリノ観測施設スーパーカミ
オカンデもある。KAGRAは東大宇宙線研
究所がホスト研究機関、国立天文台と高エ
ネルギー加速器研究機構が共同ホスト機関
となり、国内外60以上の大学の協力のも
と運営されている。理学系研究科の複数の
研究室も密接に連携している。

（左）重力波望遠鏡の心臓部である鏡を吊るす
装置。ここから十数m下に鏡を吊るし、多段の
防振装置によって、鏡の振動を最小限に抑える。
（下）鏡にはサファイアの単結晶を使用する。
写真の鏡はレプリカで直径10㎝だが、実際の
鏡は22㎝の大きさがある。

2015年9月14日に検出されたブラックホール
衝突のシミュレーション画像。© 2016 SXS

重力波と電磁波と……
複眼観測で見えてくること
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※所属・肩書きは取材当時（2017年12月）のものです。

2004年カナダ・アルバータ大学博士課程修了。博士
（理学）。米国ウィスコンシン大学ミルウォーキー校で
の博士研究員時代よりLIGO Science Collaboration
（LSC）に参加。カリフォルニア工科大学上級博士研
究員、カナダ・トロント大学上級研究員を経て2016
年より現職。

ビッグバン宇宙国際研究センター
（RESCEU）　准教授

　KAGRAは目下、2019年の本格稼働を目
指して準備が進められている。2018年中
には試験運転を始める見通しだ。
　KAGRAには、世界の研究者から大きな
期待が注がれている。その理由を、横山教
授は次のように説明する。
「重力波源のより詳細な特定や、重力波の
性質の詳細分析のために、同時に複数台の
重力波望遠鏡が稼働していることが重要で
す。特に後者ではKAGRAの稼働が欠かせ
ません」
　後者については補足が必要だろう。これ
まで検出した重力波では、一般相対性理論
と矛盾のない結果が得られている。だが、
重力を説明するためには、一般相対性理論
を内包し、それを超えるような究極の理論
が求められている。実際、複数の重力理論
が提唱されており、それらの理論の正しさ
を見極める重要な手掛かりとなるのが、重
力波の偏極モードだ。一般相対性理論なら
モードは2つだが、理論によってはより多
くのモードの存在が予言されている。
　この偏極モードの検証には、3台以上の
観測施設が稼働していなければならない。
LIGOの2台とVirgoで3台になるはずだが、
検証用にはLIGOの2台は1台とカウントさ
れる。モード検証にはアームの設置角度が
異なることが必須だ。LIGOは初検出を確
実なものにするため、2台の望遠鏡をほぼ
平行に設置した。
「KAGRAの稼働が、一般相対性理論の検

　KAGRAの特徴は大きく2つ。ひとつは、
振動が少ない地下に設置されていることだ。
かつては鉱山として使われていた硬い岩盤
に地下トンネルを掘り、一辺3 kmのL字
型アーム施設を建設した。それにより、振
動を地上の100分の1以下に抑えることが
できる。もうひとつは、装置の心臓部であ
る鏡の熱振動を低減するため、鏡をマイナ
ス253度の極低温まで冷やすことだ。
「振動を限りなく減らすことで、装置を安
定稼働させることができます。重力波望遠
鏡は精密であるがゆえに、わずかな振動が
装置に狂いを生じさせかねません。そうな
るとメンテナンスで観測を止めなければな
りません。振動を減らせば、ダウンタイム
を短くして稼働時間を長くすることができ
ます」（安東准教授）
　地下と極低温という特徴は、ヨーロッパ
で2030年代の稼働を目指して計画が進む
次世代重力波望遠鏡でも検討されている。
KAGRAはそれを先取りしており、「第2.5

世代」とも呼ばれる。

証のために不可欠です。このテストにパス
しなければ、重力理論は新たな拡張が必要
になります」（横山教授）
「アインシュタイン最後の宿題」は、まだ
完全には解かれていないのだ。
　カンノン准教授は、KAGRA稼働を見据
えてKAGRAとLIGO / Virgoの連携にも取
り組む。データフォーマットを揃え、それ
ぞれの観測のデータを自由に使えるように
するなど準備に余念がない。
　安東准教授は、KAGRAの「次」の計画
推進にも携わる。D

デ サ イ ゴ

ECIGOと呼ばれるこの
計画の舞台は宇宙だ。3台の衛星を打ち上
げ、衛星間の空間の歪みを検出する。最大
の狙いは、宇宙誕生直後に生成されたと考
えられる原始重力波を捉えること。それに
は施設のさらなる大型化が必要だが、地上
での大型化には限界がある。2020年代後
半の衛星打ち上げと稼働を目指し、準備が
進められている。
　人類は古くから宇宙を見つめ、宇宙を見
る手段を次々と獲得してきた。新たに手に
した重力波望遠鏡は、これから手にする宇
宙重力波望遠鏡は、宇宙のどんな知られざ
る姿を明らかにするのだろう。この望遠鏡
はさらに、重力の謎に迫る手掛かりにもな
りうる。
　人類は、宇宙誕生の実像、そして重力の
本質に、また一歩近づこうとしている。

What will gravitational waves bring to science

まだ完全には解かれていない
「アインシュタイン最後の宿題」

LIGO
（ハンフォード）

KAGRA
（飛騨市神岡町）

LIGO-India
（未定）

LIGO
（リビングストン）

次世代重力波観測ネットワーク

Virgo
（ピサ）

GEO600
（ハノーバー）

1985年東京大学理学部物理学科卒業。同大学大学院
理学系研究科物理学専攻博士課程中退。その後、同
大学物理学教室助手、米国立フェルミ加速器研究所
客員研究員、京都大学基礎物理学研究所助教授、ス
タンフォード大学客員研究員、大阪大学大学院理学
研究科助教授を経て、2005年より現職。

1994年京都大学理学部卒
業。東京大学大学院理学
系研究科物理学専攻博士
課程修了。同大学助教、
京都大学理学研究科物理
学・宇宙物理学専攻特定
准教授、国立天文台光赤
外研究部重力波プロジェ
クト推進室・准教授など
を経て2013年より現職。

ビッグバン宇宙
国際研究センター
（RESCEU）　教授

物理学専攻　准教授

Jun'ichi Yokoyama

Kipp Cannon

Masaki Ando

「第二世代」の国際重力波観測網。 は稼働中、 は建設中・計画中のもの。GEO600は「第二世代」
に向けてアップグレードを進めているが感度はやや劣る。重力波源の特定や重力理論の検証のためには、
複数の観測施設が稼働していることが重要であり、KAGRAの果たす役割は大きい。
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理学部では、宇宙や惑星に関するさまざまな研究が行われている。
宇宙には、人類がまだ見ぬ世界が広がっている。

© 2016 NASA 
* 論文は米科学誌 Science （25 March 2016, VOL. 351）に掲載された。

　火星のクレーターを走りまわる探
査車キュリオシティ。クレーターに
はかつて湖が存在し、湖底に堆積し
た泥や砂の地層を分析している。堆
積物中には鉄やマンガンの酸化物が
見つかっており、かつて火星には酸
素を含む大気があった可能性がある。
　関根研究室は、地球を含む太陽系
内外の惑星や衛星の誕生と進化につ
いて研究している。特に、生命が存
在する、もしくは存在可能性がある
惑星や衛星を対象に、生命の誕生と
存続を可能にする環境、すなわち大

気や海洋などが形成された過程の解
明に力を入れる。具体的には、初期
地球、火星、木星の衛星エウロパ、
土星の衛星タイタンとエンセラダス、
太陽系外惑星などが研究対象だ。
　主たるアプローチは、室内化学実
験とフィールドワークにもとづく試
料分析。大気や海洋の起源に迫るに
は、それらを構成する元素が惑星・
衛星の活動中にどのような変成を受
けるかを知らねばならない。これに
数値計算を組み合わせ、惑星進化の
実態に迫る。

　横に並ぶ 3枚の写真は、2016年
4月3日に起きた超新星爆発をハワ
イ・マウナケア山山頂の望遠鏡で捉
えたもの。上から順に爆発からおよ
そ半日後、1日後、30日後の様子（赤
い矢印の先が超新星本体）。左の2つ
はすばる望遠鏡の広視野カメラで、
一番右はマウナケア山の別の望遠鏡
で撮影した。同種の超新星爆発とし
ては最も早期の発見で、ごく初期に
小さな爆発が一度起きてから大爆発
したことを突き止めた*。発見には、
土居研究室の大学院生、姜

ジャン

継
ジー

安
アン

さん
（博士課程2年）が中心的な役割を果
たした。
　写真下はこのときの爆発の想像図。
白色矮星外層部のヘリウムが核融合
反応を起こし、その衝撃が中心部に

伝わり、星全体が核暴走反応を起こ
して爆発したと考えられる。
　超新星爆発は非常に明るく、似た
ような最大光度を持つため宇宙論的
な距離指標に使われている。この性
質を利用して宇宙の加速膨張が突き
止められた。土居研究室では、加速
膨張を引き起こす原因とされる暗黒
エネルギーについても研究している。

火星で大気の痕跡を探る
〈地球惑星進化学/アストロバイオロジー〉

太陽活動11年周期の謎に迫る
〈天体・太陽プラズマ物理学〉

超新星爆発から、
宇宙の加速膨張の謎に迫る　
〈観測的宇宙論/銀河天文学〉

地球惑星科学専攻・地球惑星環境学科

地球惑星科学専攻・地球惑星物理学科

理学系研究科附属天文学教育研究センター

* 論文は英科学誌 N ature （5 October 2017, 
VOL. 550）に掲載された。

© 2016 千葉大学
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コンピュータ「京」を使ったシミュ
レーションで、太陽の活動を世界最
高解像度で再現、黒点の元になる磁
場が生まれることを明らかにした*。
図は、計算によって得られた乱流
（上）と磁場（下）の様子。カオス
的・乱流的な状況下でも、大きなス
ケールの磁場が発達していることが
分かる。
　横山研究室では、このほかにも天
体のプラズマ現象の観測や理論研究
に取り組んでいる。

　太陽表面の黒点は、周囲より温度
が低いため黒く見える。その正体は、
太陽内部の磁力線が表面に浮上して
きた強磁場領域だ。黒点の数は、
1600年ごろにガリレオが太陽の観
測を始めてから記録され続け、11
年周期で増減することが知られてい
る。だが、周期がなぜ生まれるかは
いまだに謎だ。
　その謎に、横山研究室の卒業生で
千葉大学の堀田英之特任助教が横山
准教授らとともに挑んだ。スーパー
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地震研究は変化のときを迎えている。
21世紀になって発見された新現象によって、
地震理解の枠組みは大きく拡張しようとしている。

Explorer of the Field of Science

「地球の表面は、複数のプレートでできて
います。プレートには海洋プレートと大陸
プレートがあり、両者は異なる振る舞いを
します。前者は海嶺と呼ばれる海底火山帯
でつくられ、移動して海溝でマントルの中
へ沈み込むのに対し、後者は地表にとどま
り続けます。両者の境界域では、密度が大
きい海洋プレートが大陸プレートの下に沈
み込みます。このとき、岩盤にひずみエネ
ルギーがたまります。そのため、多くの地
震がプレート境界域で起こります」
　1960年代後半に確立されたプレートテ
クトニクスは、地震が起こる原因をよく説
明する。日本で地震が多発するのは、列島
が複数のプレートの境界上に存在するとい
う構造からの、当然の帰結なのだ。
　社会では、巨大地震の発生や予知に関心
が集まるが、巨大地震と小さな地震を分か
つのはいったい何なのだろうか。
「起きている現象はどちらもほぼ同じです。
エネルギーのスケールこそ異なりますが、
その解放のされ方は、おおむね相似形です。
すなわち、小さな地震は巨大地震のミニチュ 

アと言えます。マグニチュード9を記録し

　日本は地震多発地帯だ。地球上で起こる
地震の1割程度が、日本列島周辺で起きて
いる。観測される地震は年10万回以上。
体感できない小さな地震も含むが、5分に
一度は地震が起きていることになる。
　地震はなぜ起こるのか――。地球惑星物
理学科の井出哲教授はその謎に挑んでいる。
「地震の本質は、地下の岩盤で起こる摩擦
を伴う破壊すべり運動です。岩盤にたまっ
たひずみエネルギーが解放されると、岩盤
は破壊され、摩擦を受けながらすべります。
たまっていたひずみエネルギーのうち、岩
盤の破壊や摩擦に使われなかった分が地震
波として伝搬されます。摩擦と破壊が起こ
るプロセスや、生じた波がどのように伝搬
するかなど、地震という自然現象を理解・
説明するべく研究に取り組んでいます」
　地震を引き起こすひずみエネルギーは、
どのようにしてたまるのだろうか。それは
主にプレートの動きだ。

た東日本大震災も、地震の始まり方は小さ
な地震と区別できません」
　巨大地震は、最初から巨大地震として発
生するわけではない。小規模な岩盤の破壊
すべりが雪だるま式に大きくなると、地震
の規模も大きくなる。そうした連鎖プロセ
スが起きれば巨大地震になり、起きなけれ
ば、小さな地震にしかならない。
「その差は偶然によるところも多く、現代
の科学で予知は不可能です。ただ、地震の
リスク評価の精度を高めるにも、偶然性の
度合いを定量化する必要があります」
　地震という自然現象を理解するためにも、
社会の要請に応えるためにも、地震学者は
難題に挑み続けている。

　21世紀のはじめ、それまで知られてい
なかった新たな地震現象が発見された。そ
の名も「ゆっくり地震」だ。
「通常の地震は、岩盤の破壊すべりが毎秒
1 mほどの速さなのに対し、ゆっくり地震

地震はどのようにして
起こるのか

地震学の常識を変える
21世紀の新発見
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※所属・肩書きは取材当時（2017年12月）のものです。

はせいぜい毎秒数㎝ほどです。すべり速度
は地震波の振幅と相関します。ゆっくり地
震は体感されないだけでなく、地震計でも
わずかにしか記録されません。かつては地
震計のノイズと思われていたほどです」
　2002年、日本列島西部の太平洋側、南
海トラフ周辺で観測される微振動が、地下
の岩盤の移動によるものと報告された。日
本の研究者による成果だ。南海トラフとは、
これまで幾度も巨大地震を引き起こしてき
たプレートの沈み込み帯のことである。
「今では、さまざまなことが分かってきま
した。ゆっくり地震が日本と世界の巨大地
震発生地域で起きていること、巨大地震を
準備している可能性が高いこと、通常の地
震と違う物理法則に支配されていることな
ど。従来の地震学を拡張する大発見ですが、
分かっていないことも多い。その解明に加
え、通常の地震との統合理解を目指して研
究が盛んに行われています」
　なお、ゆっくり地震の発見には、1995

年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）
が大きく関係している。震災を機に地震観
測網が大幅に強化され、日本の観測網は世

界最高水準になった。その膨大な観測デー
タから、新たな地球の動きが見えてきたの
だ。

　井出教授が地震を本格的に研究し始めた
のは、大学院に進学した1992年のことだ。
「理系科目が得意で、物理に興味がありま
した。素粒子や宇宙は当時から人気でした
が、身の回りの不思議な現象を解き明かし
たくて地球物理を選択しました」
　なかでも、「純粋な自然現象として」興
味を抱いたのが地震だった。当時は1984

年の長野県西部地震以来、大きな被害地震
が起きておらず、社会の地震への関心も今
ほど高くなかったという。それが、1993

年の北海道南西沖地震で奥尻島が大きな被
害を受けると、状況が一変した。95年に
は神戸の震災もあり、地震研究に対する社
会の要請が一気に強まった。
「奥尻島には調査にも行きました。以来、
社会の要請に応えたい気持ちもありますが、

それができていないことには忸怩たる思い
もあります。ただ、地震のメカニズムを明
らかにすることにも意味があります。人は
分からないことを恐れるもの。分かること
で無用の恐怖を減らすことができます。分
からないことを分かるようにするのは、ま
さに理学がなすべきことです」
　理学で必要なのは、「物事を徹底して疑
うこと」だという。仮説を出しては叩かれ、
それを耐えたものだけが学説として生き残
る。学問は、既存の常識や学説を超えてい
くことで発展する。今では定説となったプ
レートテクトニクスも、従来の学説を乗り
越え定着した。そして今、ゆっくり地震が
地震学のパラダイムを変えようとしている。
「既存の常識に従っているだけだと、すぐ
にローカルミニマムに落ち込んでしまいま
す。それでは変化に耐えられない。常識を
疑い異なる見方を提示するのは、多様性を
担保するために必要です。理学部では、そ
ういう能力を訓練します。それを面白がれ
る人に、ぜひ理学を学んでほしい」
　理学は、変化の時代を生き抜く力になる。

変化の時代を生き抜く
理学の力

1992年東京大学理学部地球物理学科卒業。1997
年同大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専
攻博士課程修了。同大学地震研究所助手、同大
学大学院理学系研究科講師、准教授を経て、
2013年より現職。著書に『絵でわかる地震の科学』
（講談社）がある。

地球惑星科学専攻　教授

Satoshi Ide 
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対象をあえて大雑把な視点でとらえるのは、
本質的な情報に目を向けられるようにする
ためです。これらの概念を使うことで、異
なるものの同じ性質が見えてきて、対象の
本質に迫ることができます。
　トポロジーやホモトピー論は幾何学の一
分野として始まりましたが、今では「数学
をやわらかく見る言語」として使われるよ
うになっています。「数学全体に還元可能
な道具」だとも言えます。私はこの「言語
や道具としてのトポロジー」に関心があり、
それについて学んでいます。
　学部4年次の秋、理学部の「学生国際派
遣プログラム（SVAP*）」に参加しました。
訪問先はパリ第13大学、約2ヶ月の留学で
した。「言語としてのトポロジー」に関連
して、「オペラッド（operad:operationと

monadの混声語）」という概念があります。
演算が集まってつくる空間を考え、そこに
入る構造を通じて演算の性質を翻訳します。
このときホモトピー論的な見方が非常に役
立ちます。日本に専門家は少なく、オペラ
ッドについて学ぶため、その研究者である
Bruno Vallette教授を訪ねました。

　逆
さかさい

井卓也先生の研究室で、「やわらかい幾 

何学」とも呼ばれるトポロジー（位相幾何学）
について勉強しています。
　トポロジーで有名なのは、「コーヒーカッ
プとドーナツは同じ」という話です。カッ
プの取っ手以外の部分を変形するとドーナ
ツと同じ形になります。そのため、この両
者を同じもの、「同相」とみなします。図形
の合同などと比べて「ゆるい」同一視です。
　重要なのは、図形を変形しても元に戻せ
るかどうかです。あらゆる図形は一点に潰
せばすべて同じ形になりますが、一点から
元の形は再現できません。そのため、円周
はカップやドーナツと同相ではありません。
カップやドーナツの輪の太さを潰して線に
すると、元に戻せなくなるからです。
　一方、トポロジーのなかのホモトピー論
と呼ばれる分野では、カップやドーナツが
円周とも同じであると見なします。「ホモ
トピー同値」という、より「ゆるい」同一
視です。杓子定規と思われがちな数学で、

※所属・肩書きは取材当時（2017年12月）のものです。

神奈川県出身。2014年3月筑波大学附属
駒場高等学校卒業、同年4月東京大学教養
学部理科I類入学。16年4月同大学理学部
数学科進学、18年3月卒業見込み。卒業
後は大学院に進学予定。高校3年次に参加
した13年の第54回国際数学オリンピック
コロンビア大会で銀メダル受賞。

*SVAP: Study and Visit Abroad Program

Naruki Masuda

理学部数学科4年
逆井研究室

　Vallette先生とは、2016年3月に信州大
学で開かれた勉強会で初めてお目にかかり
ました。そのときのテーマがオペラッドで
す。トポロジーには中学生のころから漠然
と興味がありました。この勉強会でオペラ
ッドの考え方について知り、道具としての
ホモトピー論を勉強するようになりました。
　SVAPは、日本ではなかなか勉強できな
い分野に興味がある人には、とてもいいプ
ログラムです。留学先も自由に決めて申請
することができます。この自由度の高さが
大きな魅力です。
　現地では、週に半日ほど先生と直接ディ
スカッションする時間をいただき、残りの
時間を準備や勉強に充てました。大学院生
たちとのディスカッションや、他大学で受
けたセミナーもいい刺激になりました。勉
強以外の面でも貴重な体験ができました。
中学・高校も大学4年間もずっと駒場にい
ます。生活環境の変化も初めてなら、一人
で生活するのも初めてでした。
　卒業後は大学院で、ホモトピー論の研究
を続ける予定です。数学の道具として、こ
れらの研究を深めていきたいと思います。

School of Science as a Global Hub

数学をやわらかく
見る言語
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レームワークとして、オープンソース・ソ
フトウェアの「Apache Spark」が多く利用 

されています。私の研究では、このフレー
ムワークを用いて、ビッグデータ処理のさ
らなる効率化・最適化を目指しています。
　とくに注目しているのが、「GPGPU」と
いう技術です。これは「General-Purpose 

computing on GPUs」の略語で、もとも
と画像処理用につくられたGPU（Graphics 

Processing Unit）資源を、それ以外の一般
用途に使う技術です。GPUは並列処理に
長けていますが、Apache SparkでGPGPU 

の利用は想定されていません。それを使え
るようにすることで、並列計算によりさら
なる高速処理を実現できるのではと見込ん
でいます。
　課題は、並列化に伴うコストをどう最小
化するかです。ひとつの仕事を複数人で分
担するにも、うまく分担しなければ余計時
間がかかってしまいます。処理をどう分割
し、分割した処理をどう統合すれば、全体
としての時間を短縮できるのか。その最適

　情報理工学系研究科の中田登志之先生の
研究室で、並列計算機を用いてビッグデー
タ処理を効率化する方法を研究しています。
　ビッグデータは、単に膨大な量のデータ
を指す言葉ではありません。種類や構造も
バラバラで、頻繁に更新されるようなデー
タを指します。SNSの投稿データやユー
ザの行動データなどが、そのいい例です。
　近年は、「モノのインターネット」とも
呼ばれる「IoT（Internet of Things）」の技
術も広まり、今まで以上に大量かつ多様な
データが頻繁に取得できるようになってい
ます。それを有効活用するにはビッグデー
タの効率的な処理が欠かせません。人工知
能（AI）の核となる機械学習においても、
ビッグデータが重要なカギを握ります。
　こうしたビッグデータの処理には特別な
技術が必要です。最近では、並列計算機を
使ってビッグデータを効率的に処理するフ

ベトナム生まれ。2010年ハノイ工科大学
情報工学部入学。13年に退学し日本の文
部科学省の国費留学生として来日、東京
外国語大学留学生日本語教育センターを
経て14年東京大学教養学部入学。16年よ
り同大学理学部。18年4月より同大学大学
院情報理工学系研究科修士課程に進学予
定。

TRAN Van Sang

理学部情報科学科4年
中田研究室

な方法を見つけるため、大学院に進学して
研究を続ける予定です。
　日本には、小学生のころから憧れがあり
ました。ベトナムでは、ホンダやソニー、
東芝などの日本製品が人気です。いつか日
本に留学したいと、ハノイ工科大学では日
本語や日本文化について学びました。3年
生のとき、日本の文部科学省が国費で留学
生を受け入れていることを知りました。日
本での1年間の日本語教育と大学に通う4

年間、奨学金が支給される制度です。航空
券も支給され、授業料も免除されます。留
学のチャンスだと、大学を退学してこのプ
ログラムに応募しました。
　留学生の先輩から、東大は素晴らしいと
聞いていました。現実はその言葉どおりで
す。先生の知識は桁外れで、授業の内容も
高度です。同級生たちもみな頭がよくて刺
激になります。今はベトナム人の東京大学
留学生会の会長も務めています。同郷の先
輩・後輩たちとの交流も含め、日本での学
生生活を満喫しています。

ビッグデータの
有効活用のために
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10

時世界で初めて発見しました。
――顕著な成果を挙げながら、進学ではな
く就職を選ばれたのはなぜでしょうか?

　社会のことにも広く興味があり、幅広い
業界を見られて成長につながるコンサルティ 

ング会社に入社しました。そこで働いてい
るときにispace / HAKUTOの立ち上げが重 

なり、宇宙がビジネスの舞台にもなりうる
ことに気づきました。その後、新規事業開
発にチャレンジするべく転職し、ispace / 

HAKUTOにもしばらくはボランティアや
副業で関わっていました。
――さまざまなビジネスを経験されたお立
場から、理学の強みとは?

　研究とビジネス、成果につなげる道筋は
まったく同じです。テーマを決め仮説を立
て、さまざまな手法を駆使して検証する。
研究で培った考え方や物事の進め方が、ビ
ジネスの世界でも武器になっています。
　また、理学を学んできた人には、長期的
な視野に立ち、物事を深く探求することを
好む人が多いと実感しています。短期的に
実学を回す工学と対照的で、むしろ哲学に

――人類史上初の月面探査レース「Google 

Lunar XPRIZE」でファイナリストの5チー
ムに残りました。
　Google社がスポンサーになり、米国の
XPRIZE財団が主催するレースです。ミッ
ションは、月面に探査ロボットを着陸させ、
500メートル以上移動し、月面の動画を地
球に送信すること。これを最初に成し遂げ
たチームに賞金2,000万ドルが送られます。
このレースに日本から唯一参加したのが
HAKUTOで、ispaceはこのチームの運営
を担っています。
――レースへの参加がどのように企業とし
てのビジネスにつながったのでしょうか?

　探査機（ローバー）やユニフォームを広
告スペースとして提供しています。ただし
単純な広告モデルではなく、パートナー企
業には技術開発の機会提供も含んでいます。
月面環境での通信技術の開発、探査機の軽
量化のための接着剤の開発など。広告と技
術開発の機会をセットにしているところが、
当社のビジネスモデルの特徴です。
――むしろレースの後に、宇宙開発事業を
本格的に展開されると伺っています。
　今後10～20年ほどで、地球と月がひと
つのエコシステムになる時代がくると考え
ています。月に存在する水の探査と取得を
行い、水をロケットの燃料となる水素と酸
素に分解します。それらを月面や軌道上の
宇宙機に提供する。これが、月で資源開発
に取り組み宇宙空間で経済を回す、当社の
「MOON VALLEY構想」の一端です。探査
機に搭載した測定器で、月のデータを研究
機関や宇宙開発企業に提供することも計画
しています。月面探査レースへの参加は、
こうした宇宙開発事業の第一歩です。
――学生時代の研究内容を教えてください。
　太陽系の起源を研究していました。隕石
中の高温凝縮物（コランダム（Al2O3））を
手がかりに、初期太陽系の姿を探っていま
した。コランダムは非常に希少な物質で、
大学院修士課程のときに、その集合体を当

近い。工学が改善志向なら、理学や哲学は、
本質を見極めて抜本的な変革を志向する傾
向が強い。だからこそ、理学には世の中を
大きく変える力があると感じています。

2004年九州大学理学部地球惑星科学科卒業。2006年
東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻修士
課程修了後、アクセンチュア株式会社に入社。2011
年株式会社リクルートに転職、新規事業開発に携わる。
2015年2月より現職。

Takahiro Nakamura

地球惑星科学専攻修了
株式会社ispace　取締役COO

“Voices” from Alumni

大学院で太陽系の起源を研究していた中村氏。
修士卒でビジネスの世界に進み、いま再び宇宙と向き合う。
人類の生活圏を宇宙に広げるために……。

理学の先にはさまざまな道が開けている。宇宙に産業をつくる。
科学と金融の世界をつなぐ。そして、研究者として生きる。
3人の卒業生に話を聞いた。
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※所属・肩書きは取材当時（2017年12月）のものです。

する制度が日本でも整備され、大学発ベン
チャーへの期待が高まっていました。米国
では1980年に同様の制度が導入され、多
くのベンチャーが育っていました。日本に
もそういう時代が必ず来る。そうすれば、
基礎研究で培った自分の強みを活かせるだ
ろうと、当社の門を叩きました。
――理学とビジネスで共通するところは?

　仮説を立てて検証し、出た結果を総括し
て次の仮説を立てる。研究はこの繰り返し
です。支援先のベンチャー企業がどうすれ
ば成功するかを熟考する際、研究で鍛えら
れたこの思考プロセスに助けられています。
　大学と投資の世界にほぼ10年ずつ身を
置きました。研究のバックグラウンドを持
つことは、外の世界でも大きな強みになり
ます。真理を探求する理学に没頭し、そこ
で得た知見や思考プロセスを武器に外の世

――大学発ベンチャーの成功例として注目
されるペプチドリーム株式会社の誕生に、
深く関わっておられました。
　ペプチドリームは、東京大学理学部化学
科の菅裕明教授*1が開発された画期的な創
薬支援技術を、2006年に事業化した企業
です。私が在席するUTEC*2は2008年にペ
プチドリームに投資を行い、ペプチドリー
ムは2013年に東証マザーズ上場、2015年
に東証一部へ市場変更しました。
　私が菅先生にお目にかかったのは、博士
課程を終えた2005年に当社に加わって間
もないころです。菅先生の卓越した研究成
果に豊かな可能性を感じ、会社の設立と成
長のためにさまざまな支援をさせていただ
きました。生物学の基礎研究のバックグラ
ウンドがあったからこそ、技術の可能性に
気づくことができました。
――今はどのようなベンチャー企業に投資
されているのでしょうか?

　当社は、サイエンスやテクノロジーに強
みを持つ大学・企業発のベンチャー企業に
特化して投資を行っています。私は一貫し
てバイオやヘルスケア産業を手がけていま
す。会社としては、ITや新規材料などの革
新的な企業にも投資しています。
――学生のときはどのような研究を?

　学部と修士まではお茶の水女子大学で、
博士課程から東京大学大学院理学系研究科
生物化学専攻*3で、生化学の基礎研究に取
り組みました。細胞膜でのシグナル伝達に
欠かせない「Gタンパク質」についての研
究です。タンパク質には糖鎖や脂質などが
結合していて、Gタンパク質にも脂質が結
合しています。その脂質がシグナル伝達に
どのような役割を果たしているのか。特に
視細胞における光のシグナル伝達で、脂質
修飾の働きについて研究しました。
――博士課程修了後に投資の世界へ。対極
のようにも感じますが、その理由は? 

　私が学生だった2000年前後は、大学の
変化の時代でした。大学の知財を産業応用

界に行く。理学の活かし方は多様です。
――結婚・出産も経験されています。
　仕事と結婚・出産の両立で悩む女性は多
いと思います。仕事を辞める、あるいは結
婚・出産をしない選択肢もありますが、望
めば両方とも叶えられるというのが実感で
す。ただ、両方100%は難しい。家族や会
社とも相談しながら、そのときどきでメリ
ハリをつけ、どちらも楽しんでいます。

2000年お茶の水女子大学人間文化
研究科修了、2005年東京大学大学
院理学系研究科生物化学専攻博士
課程満期修了、UTEC入社。2008
年博士(理学)取得。2013年、『日経
ビジネス』誌の「次代を創る100人」
に選出、2014年日経ウーマン・オ
ブ・ザ・イヤー準大賞受賞。

Maiko Katadae

生物化学専攻修了
株式会社東京大学エッジキャピタル
パートナー

*1 設立当時の肩書は、東京大学先端科学技術研究センター准教授。
*2 UTEC：株式会社東京大学エッジキャピタル
*3 現・生物科学専攻

東大発のバイオベンチャーの誕生には、片田江氏が大きく関わっていた。
基礎研究のバックグラウンドにもとづくサイエンスの確かな知見と、
それをビジネスにつなげる視点が、革新的な企業誕生につながっていった。
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12 ※所属・肩書きは取材当時（2017年12月）のものです。

新たな物性が見つかったことは、科学的に
も大きなインパクトがあります。
――応用面での期待も大きいと伺いました。
　情報通信分野の2つの用途で、企業と応
用研究に取り組んでいます。ひとつは磁気
テープの次世代素材への応用です。ビッグ
データ時代の到来で、磁気テープは大容量・ 

低コスト・長期安定な記録媒体として需要
が高まり、大容量化も求められています。
ε型酸化鉄は粒径10 nm以下でも保磁力
が高く、素材として期待されています。
　もうひとつは電磁波吸収材です。近年、
先進運転支援システム用の車載レーダーや
次世代無線通信規格で、ミリ波と呼ばれる
30-300 GHzの高周波数帯域の電波が使わ
れ始めています。吸収材は、電波干渉によ
るノイズの低減やセキュリティの観点から
必要とされており、ミリ波吸収特性のある
ε型酸化鉄の応用が期待されています。
　今では電波工学の勉強もし、70件以上
の特許出願に発明者として名を連ねていま
す。軸足は化学の基礎研究に置いています
が、この展開には自分でも驚いています。

――どのような研究をされていますか?

　ナノサイズの酸化鉄（Fe2O3）を研究し
ています。酸化鉄には結晶構造の違ういく
つかの種類があり、自然界にはいわゆる赤
錆のα

アルファ

型、砂鉄の類のγ
ガンマ

型があります。
私が研究しているε

イプシロン

型は、2004年に理学
系研究科化学専攻の大越慎一先生が、化学
的なナノ微粒子合成法により初めて単相合
成されたものです。私も2007年から大越
先生と連携して研究に取り組んでいます。
――どのような特徴があるのでしょうか?

　ε型酸化鉄は磁石としての性能を持ち、
磁場の影響を受けにくい保磁力の高さが特
徴です。鉄酸化物ベースのフェライト磁石
は、最も生産量の多い磁石であり、安価で
化学的安定性にも優れていますが、一般に
保磁力はそれほど高くありません。一方、
保磁力の高い希土類磁石は、素材となる希
土類の資源の偏在や枯渇が懸念され、価格
も高価です。ε型酸化鉄でつくるフェライ
ト磁石は、希土類磁石に匹敵する保磁力が
あり、フェライト磁石の可能性を広げうる
ものです。酸化鉄というありふれた物質で

――研究者を目指したきっかけは?

　理学部の授業で研究がどんどん面白く 

なって進学し、ありがたいことに今も助教
として研究を続けさせていただいています。
「化学は唯一、新しい物質をつくり出せる
学問だ」。駒場の授業でこの言葉を聞いて、
化学を学ぼうと思いました。化学は工学部
でも学べますが、社会のニーズに応えるも
のづくり中心の工学のアプローチよりも、
新しいものをつくってシーズを育てる理学
のアプローチに惹かれました。
――長く在籍しているからこそ見えてきた
東大理学部の魅力とは?

　ここには一流の先生方がいて、研究設備
がきわめて充実しているのを実感します。
たとえば、海外の大学との共同研究で向こ
うを訪ねると、自分がいかに恵まれた環境
で研究できているかを痛感しますし、向こ
うから人がやってきたときは、決まって設
備の充実ぶりに驚かれます。しかも、その
多くを学生が自由に使うことができます。
学生のみなさんには、東大理学部でしかで
きない研究に挑んでほしいと思います。

2008年東京大学理学部化学科卒業、
10年同大学大学院理学系研究科化
学専攻修士課程修了、博士課程進
学。11年に博士課程を中途退学し、
同専攻特任助教に。12年より現職。
09年度東京大学総長賞、16年井上
研究奨励賞など。

Asuka Namai

化学専攻修了
東京大学大学院理学系研究科
化学専攻　助教

新素材の研究一筋10年以上、
化学の基礎研究に打ち込む生井氏。
産み出された新素材は、ビッグデータ・
IoT社会の未来を切り拓く
大きな可能性を秘めていた。



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

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

Graduates at Forefront

他大学から

就職・その他

製造業

製造業
IT・

情報通信

IT・
情報通信

学術・
研究 学術・

研究

金融

金融

官公庁

教育・
学習支援

官公庁

就職・その他

※博士課程単位取得後
退学者含む

2016年実績

就職・その他

89% 51% 52%

11% 49% 48%

東大理学部
卒業
314名

333名
194名

54名

33名

16名17名
11名

25名

16名

7名 1名6名6名

大学・
研究所など

学振PD
（国内）

学振PD
（国外）

87名

12名

1名
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History of the School of Science

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は

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。

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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　化学教室の物性化学研究室（大越慎一教授）
には、代々受け継がれているビーカーとフラ
スコがある。中に入っているのは、藤の花を
思わせる淡い薄紫と、ルビーのように鮮やか
な赤色の液体。どちらも、金のナノ粒子が液
体中に浮遊しているコロイド溶液「金コロイ
ド」だ。
　コロイドとは、ナノスケールの微粒子が、
媒質中に分散している状態を指す。媒質が液
体ならコロイド溶液と呼ばれ、牛乳や墨汁が
身近な好例だ。牛乳は水溶液中に乳脂肪の微
粒子が、墨汁は煤の炭素粒子が浮遊している。
　時代を感じさせるラベルには、それぞれ次
のように書かれている。
“Gold Sol -- Prepared by von Weimarn （1923

年）”（写真下左）
“Prepared by Prof. Sameshima”. “May 
23, 1933. Gold Sol”（写真下右）
　前者は1923年にワイマルンによって、後
者は1933年5月23日に鮫島教授によってつ
くられたものと分かる。別の記録によれば、
前者は9月1日の関東大震災以前のものだ。
ワイマルンのコロイド溶液は、東大初の鉄筋
コンクリート建築だった化学教室の建物とと
もに、震災を乗り越え今日に伝わる。

沈殿せず、分散して浮遊し続ける。その動き
は「ブラウン運動」として知られ、現代では
方程式で記述される。90年変わらぬ溶液の
色が、コロイド学の正しさを実証している。
　鮫島教授の「化学第一講座」は、後に「物
性化学研究室」と名を変えた。6代目の大越
慎一教授は、池田教授や鮫島教授が日本に根
付かせた物理化学をなおいっそう発展させて
いる。コロイド学の成果も、新たな物質の合
成法に活かされている。

　ワイマルンとは、コロイド学の大家だった
ロシア出身の化学者の名だ。1921年、ロシ
ア革命後のソ連から日本に亡命を果たす。そ
のときワイマルンが頼ったのは、化学教室で
「物理化学講座」を主宰していた池田菊苗教
授だ。池田教授は、「うま味」のもとのグル
タミン酸ナトリウムの発見で高名だが、池田
教授はドイツ留学中、物理化学創設の中心人
物オストワルトに師事し、日本の物理化学の
礎を築いた。オストワルトの息子もコロイド
研究の大家であり、ワイマルンとも親しく、
ワイマルンはその縁で日本にやってきた。
　1923年、“Prof. Sameshima”こと鮫島実
三郎教授が化学教室に着任し、「物理化学講
座」を改名した「化学第一講座」の担当教授
となった。その際、ワイマルンが鮫島教授の
もとでコロイド溶液をつくったと思われる。
鮫島教授は日本のコロイド学の泰斗となり、
その日本語訳である『膠質学』の主著がある。
「金コロイド」は、金の粒子の粒径が10 nm
ほどだと赤色、粒径が大きくなると青みがか
り、100 nmを超えると黄色く濁った液体に
なることが知られる。ワイマルンの溶液中に
は粒径数十nmの金粒子が浮遊していると推
測される。「金コロイド」には「金ゾル（Gold 

Sol）」の別名があり、ラベルにその英語名が
ある。ゾルとは、コロイド溶液のなかでも粘
性が低く、流体の性質を保ったものを指す。
　コロイド学は、物理化学における重要テー
マのひとつである。コロイド粒子は媒質中で

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

（写真上）化学教室に残る2つの「金コロイド」。左の
薄紫色の溶液が、ワイマルンが1923年に、右の赤い
溶液が鮫島教授が1933年につくったもの。
（写真下2つ）歴史を感じさせるラベルには、二人の名
前や作成年に加え、「金コロイド」の別名「金ゾル（Gold 
Sol）」が記載されている。

化学教室に残る90年前の
コロイド溶液

理学部の科学遺産

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。

Column
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Tomohide Terasoma

Motohide TamuraSatoshi Yamamoto

Mathematics

Astronomy
Physics

Information Science

Masami Hagiya 

16

Profiles of the Department Chairs

学科長紹介
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Yoshio Takahashi

Yoshitaka Oka 

Earth & Planetary 
Environmental Science

Biological Sciences

Earth & Planetary Physics

Biophysics & BiochemistryChemistry

Bioinformatics 
& Systems Biology

Satoshi Ide

Yuichi IinoMitsuhiko Shionoya

Shinya Kuroda
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