


What is science?

Contents

編集／萱原正嗣（チーム・パスカル）　取材・文／漆原次郎、中村俊宏、萱原正嗣（チーム・パスカル）　撮影／貝塚純一、長谷川博一、広川智基　
デザイン／細山田光宣・鈴木あづさ（細山田デザイン事務所）　監修／東京大学大学院理学系研究科・広報室
*本冊子に登場する方の所属・肩書きは、すべて取材時（2019年冬）のものです。

理学部 理学系研究科



理学とは、未知なる自然の謎を解く営みです。誰も知らなかった問題に挑み、自分
なりの答えを出す。それは、チャレンジと喜びが絶え間なく続く壮大な冒険とも言
えるでしょう。ここ理学部は、探究心と知的好奇心を満たし続けてくれる場所です。

理学は、社会の発展と繁栄の礎にもなっています。例えば、位置情報のGPSにはア
インシュタインの相対性理論が使われていますし、コンピュータの半導体デバイス
の動作は量子力学の原理に基づいています。このように、理学の発見やアイデアは
人類の暮らしを飛躍的に豊かにしてきました。

理学部では、自然の謎を紐解くプロセスを通じて、論理的な思考法を学び、人類社
会の抱えているさまざまな問題を解決する力を身に着けることもできます。我 
々の抱えている困難な課題、今まさに世界的に深刻な問題である地球温暖化に対し
ても、理学のアプローチが必須です。理学部での学びは、人類社会において大きな
力となることでしょう。

1981年東京大学理学部地球物理学科卒業。理学
博士。宇宙空間物理学を専攻。米国NASA/
GSFC研究員、宇宙科学研究所助教授などを経て、
99年より東京大学理学系研究科地球惑星科学専
攻教授。2020年4月より研究科長・学部長を兼任。

東京大学大学院
理学系研究科長・理学部長
Masahiro Hoshino
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異点」だ。特異点とは、「尖ったり捻れた
りした滑らかでない点」のこと。特異点の
ない図形は微分で性質を調べられるが、特
異点があると微分できず扱いが難しくなる。
　髙木教授が研究するのは、“1をp回足す
と0になる” 特殊な世界、「標数p」の世界
における代数多様体だ。
「代数多様体は、もともと複素数の世界で
考えられてきました。それを標数pの世界
で考えると、複素数の場合にはなかった“病
的な”現象が起き、図形の扱いが難しくな
ります。標数pの世界というと人工的に思
えるかもしれませんが、インターネットに
おける暗号化通信にも使われていて実社会
とも関係しています」
　ちなみに、代数幾何学は日本のお家芸と
も呼ばれる分野だ。数学のノーベル賞と言
われるフィールズ賞を、これまで3人の日
本人が受賞しており、その3人がみな代数
幾何学を研究していた。なかでも、1954

年に日本人初のフィールズ賞に輝いた小平
邦彦氏は、本学数学科を卒業し、数学科で
教授職も務めた。その影響は、今も本学数
学科に脈々と受け継がれている。
　髙木教授は、数学の「自由さ」に魅力を
感じているという。
「最終的に証明ができれば、どんな突飛な
ことを考えてもいいし、アプローチも自由
です。自分の好きなように考えられるのが
面白いところです」
　この思考の自由さに、小学生のころから
惹かれていた。
「当時好きだったのは、いわゆる文章題と

　代数幾何学とは、文字式を扱う代数学と、
図形を扱う幾何学にまたがる学問分野だ。
髙木教授いわく、「代数的に図形を扱う学
問」だ。その中心テーマは、多項式で表現
される特殊な図形、「代数多様体」の性質
を調べることにある。
　代数多様体を扱ううえで厄介なのが、「特 

呼ばれる問題です。デフォルメしてはいま
すが、現実の出来事を数字で突き詰めて考
えられることに面白みを感じていました」
　高校生のころには、現実の問題に数学を
応用することに興味が広がり、オペレーシ
ョンズ・リサーチの入門書を読んだりした。
進学振り分けでは、理学部数学科と、応用
数学を学べる工学部計数工学科で悩んだ経
験がある。
「応用数学への関心に加え、純粋数学の抽
象的な議論についていけるかの不安があり
ました。当時、常微分方程式の講義を担当
されていた薩摩順吉先生に相談したところ、
数学科への進学を勧められました。『計数
工学科でも、最初は数学の基礎を学ぶわけ
だし、基礎は純粋数学でも応用数学でも共
通している。数学科で純粋数学の世界につ
いていけないと思ったら、大学院で計数工
学科に進学すればいい。その場合でも、数
学科で学んだことは役に立つ』。そんなア
ドバイスに従って数学科に進んだところ、
気づけば代数幾何にのめりこんでいました」
「数学科の魅力は、優秀な学生が集まって
くること」と髙木教授。
「数学は一人でするものと思いがちですが、
頭のなかのアイデアを形にするのに、人と
の議論はとても重要です。周りに優秀な人
が多いのは、自分のアイデアを練り上げて
いくのに非常に恵まれた環境です」

Explorers of the Field of Science
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2000年東京大学理学部数学科卒業、04年同大学大
学院数理科学研究科博士課程修了、九州大学大学
院数理学研究院助手。同大学院特任助教授、東京
大学大学院数理科学研究科准教授などを経て18年
より現職。ミシガン大学やMITなどで客員研究員を
歴任。

数理科学研究科　
数学科 教授
Shunsuke Takagi

数学は徹底した論理の世界、証明ができればアプローチは自由だ。
その自由さに魅せられて、特異点と日々向き合う。
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は、絵を三角形のメッシュに分割し、ピン
を動かしたときに三角形の歪みの総和が最
小化するような最適化計算を行っている。
　この技術は、十数年前の2000年代前半
に開発したものだ。なぜ、五十嵐教授はこ
れをつくろうと思ったのか。
「スマートフォンの画面を複数の指で操作
するマルチタッチは、今でこそ当たり前で
すが、当時はマルチタッチのインターフェ
イスは存在していませんでした。絵を複数
の指でつまんで動かす新しいユーザー体験
を実現したかったというのがそもそものモ
チベーションです。同時に、それを実現す
るアルゴリズムや仕組みについても、技術
的な工夫を盛り込むようにしています。こ
のときの技術では、絵の動きをどう実現す
るかがポイントでした。三角形の歪みをど
う数式で表現するかはかなり自由で、そこ
を計算しやすいように工夫しました」
　ユーザーが感じる体験の新しさとは、言
い換えれば、人とコンピュータのインタラ
クションの新しさである。インタラクショ
ンは、両者のインターフェイスで生まれる。

「コンピュータを、ただ使うだけではつま
らない」
　五十嵐教授は、静かな口調でそう語る。
「大量生産・大量消費が当たり前の現代、
コンピュータの世界でも、少数の企業や人
がつくったものが世界中で消費されていま
す。それで個人の多様なニーズに応えられ
るのか――。それが根底にある問題意識で
す。また、コンピュータには、さまざまな
モノを生み出す道具としてのポテンシャル
があります。多くの人が、コンピュータを
“創造する道具”として使ってほしい。多く
の人に“生産者”になってほしいと思ってい
ます」
　だが、コンピュータを使いこなして何か
をつくり出すのはそう容易ではない。その
ため五十嵐教授は、「コンピュータによる
創造」を支援する技術の研究に力を入れる。
　たとえば、描いた絵をアニメーションの
ように簡単に動かせる技術を開発した。描
いた絵の好きなところにピンを止め、ピン
を動かすと絵も一緒に動く。ピンの箇所は
一箇所でも複数でもいい。このとき内部で

「コンピュータによる創造」を支援する
五十嵐教授の研究は、新しいインターフェ
イスをつくり出し、新たなインタラクショ
ンをもたらす試みである。
「今や、コンピュータやスマートフォンと
一日中接しています。インターフェイス、
インタラクションは非常に重要な問題です。
そこに潜む課題を見つけ、技術によって解
決する。そこに大きな関心があります。技
術が新しくなれば、インタラクションも変
わります」
　近年は、機械学習技術に適したヒューマ
ンコンピュータインターフェイスについて
も研究している。コンピュータによる実用
的な「支援」にも関心があり、医療分野で
3次元画像を処理する研究にも取り組んで
いる。2016年には、医師がCTやMRIの画
像を編集する技術を開発した。
「ユーザー体験としての新しさと、それを
実現するアルゴリズムの工夫、そして、実
際に使ってもらう実用性。すべてを同時に
満たすのはなかなか難しいですが、そこを
目指して研究に取り組んでいます」

1995年東京大学工学部計数工学科卒業、2000年同
大学大学院博士課程修了、博士（工学）取得。02
年同大学院講師、05年助教授を経て11年より現職。
一貫して、ユーザーインターフェイスやコンピュー
タグラフィクスの研究に取り組んでいる。

情報理工学系研究科　
情報科学科 教授

Explorers of the Field of Science

スマホやコンピュータが欠かせなくなった現代。
インターフェイスの革新が、人の新たな可能性を引き出していく。

Takeo Igarashi
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始星円盤』の化学組成を明らかにしました。
円盤の外側と内側とで化学組成が違うこと
を突き止めたのです」
　原始星円盤からは、最終的に惑星系が作
られる。その化学組成が全体として一様で
はないことは、最終的にできる惑星の組成
にも大きな影響を与えるはずだ。
　このように、大屋助教の研究対象は天文
分野だが、所属は天文学科ではなく物理学
科である。研究室のテーマは「宇宙物理学」
だ。物理学者として天文現象を研究する意
味を、大屋助教は次のように語る。
「興味があるのは、さまざまな天文現象の
背後にある物理法則です。私の印象として、
天文学者は個々の現象の“特殊性”に注目す
る傾向がありますが、物理学者はあらゆる
現象に共通する“普遍性”を見つけ出そうと
します。両者には、アプローチや視点の違
いがあるように感じます」
　そもそも、大屋助教は宇宙物理の研究を

　南米・チリにあるアルマ望遠鏡は、日米
欧が国際共同で建設した世界最大級の電波
望遠鏡だ。66台のアンテナで天体を観測し、
それらの受信データを組み合わせ、最大で
口径16kmの電波望遠鏡と同じ解像度を実
現できる。解像度が上がるほど、宇宙の中
のより小さな構造を見分けられる、つまり
視力が良くなるのだ。
「アルマ望遠鏡を使って、生まれて間もな
い星を観測しています。恒星や惑星が誕生
する現場は低温のガスや塵の雲の中、可視
光では雲に隠されてしまいますが、雲を透
過する電波を観測すれば内部を見通せます。
また、ガス中のさまざまな分子は特有の波
長の電波を出すので、星や惑星の誕生現場
にどんな分子があるのかも分かります」
　そう解説する物理学科の大屋助教は、星
・惑星系形成分野の研究で画期的な成果を
次々と挙げている。
「博士論文では、原始星の周囲にある『原

しようと思っていたわけではなかった。
「高校生のころから数学や物理が大好きで、
進振りの時には数学か物理かで悩んだ末に、
物理学科を選びました。進路として天文学
科はまったく考えていませんでした」
　宇宙物理の研究をするようになったのは、
大学院進学の際の研究室選びがきっかけだ。
「指導教官である山本智教授の人柄に惹か
れて研究室を選び、そこの研究テーマが宇
宙物理学でした」
　物理学科では、「2年間座学中心で、物理
の基礎を徹底的に叩き込まれた」とのこと。
「学科で培った基礎力が、今も活きていま
す。大学院から宇宙や天文を学び始めたわ
けですが、天文学を専門に学んできた人た
ちとも同等に渡り合えている手応えがあり
ます。大学院に進学せず民間企業に就職し
た友人たちも、学科での勉強が身になって
いると話しています」
　今後は、「さまざまな星や惑星系の形成
・進化の過程の根底にある基本法則を見つ
けたい」と語る大屋助教。
「普遍法則に迫るのが、理学や物理の楽し
さであり、研究のモチベーションです。今
は星・惑星系形成を研究していますが、将
来は研究分野を変える可能性もあります。
分野が変わっても対象が変わるだけで、多
種多様な現象をシンプルに説明する理論を
見つけたいという思いは変わりません」

Explorers of the Field of Science01

66台のアンテナをつなぎ、彼方の宇宙を見通す電波望遠鏡「アルマ」。
最新鋭の望遠鏡を駆使する気鋭の研究者は、星と惑星の形成過程の謎に迫る。

2013年東京大学理学部物理学科卒業。17年東京大
学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了、
同年より現職。専門は電波天文学。18年に東大総
長賞と井上研究奨励賞を受賞。

物理学専攻 助教
Yoko Oya
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のアポイントがとれれば、訪問先を自分で
選べるのがSVAPの大きな特徴です。
　CERNでは、「反陽子減速器」という世
界でもここにしかない施設を用いた反陽子
ヘリウムのレーザー分光実験に参加しまし
た。実験の目的は、「CPT対称性」と呼ば
れる基本原理の「破れ」を探索することで
す。翌年の冬にも、理学部の学生海外研究
プログラム（UGRASP**）で再度CERN

に2か月ほど滞在しました。ちょうど実験
のアップグレードの時期にあたり、高強度
レーザー装置の開発に参加しました。2度
のCERNでの滞在で、実験装置の運用と開
発に携わることができました。学部生の段
階から、物理学の聖地で、最先端の実験を
経験できたことは、研究を目指すモチベー
ションに繋がりました。
　修士課程からは、横山将志教授のもとで、
岐阜県飛騨市神岡町にあるスーパーカミオ
カンデを用いた「陽子崩壊」の探索に取り
組んでいます。神岡では、二度のノーベル
物理学賞が生まれています。2002年には、
小柴昌俊名誉教授が前身のカミオカンデに
おける宇宙ニュートリノの観測で、2015

年には、梶田隆章教授がスーパーカミオカ

　大学に入学する前から、物事の根源にあ
る仕組みを解き明かそうとする物理に興味
がありました。高校生のときに、物理オリ
ンピック日本委員会の物理チャレンジに出
場したことがきっかけです。駒場では物理
に限らず「おもしろそう」と思える授業を
幅広くとりましたが、やはり物理がやりた
くて物理学科に進みました。
　3年生の夏、理学部の学生国際派遣プロ
グラム（SVAP*）を利用して、スイス・
ジュネーブにある欧州原子核研究機構

（CERN）で2か月間学ぶ機会を得ました。
物理を学ぶ人にとってCERNは「聖地」の
一つです。高校時代から「いつかそこで研
究してみたい」と思っていました。たまた
ま参加した物理学科のコロキウムで、
CERNで研究されているドイツのマックス
プランク量子光学研究所の堀正樹氏の講演
を聞いて、大変興味を持ちました。すぐに
堀氏に相談をしたところ、滞在に快諾して
くださり、SVAPに応募しました。滞在先

ンデを用いたニュートリノ振動の観測で、
それぞれ受賞されています。
　そのため、スーパーカミオカンデはニュ
ートリノ観測で有名ですが、陽子崩壊の観
測も、実験開始当初からの重要な目的です。
素粒子の標準理論では、陽子は安定で崩壊
しません。しかし、標準理論は完全ではな
く、標準理論を超える新理論が探索されて
います。その候補である大統一理論におい
て、陽子が別の粒子に崩壊することが予想
されています。
　とはいえ、陽子崩壊は存在するとしても
極めて稀な事象であるため、まだ観測が報
告されていません。理論によってさまざま
な崩壊形式が提唱されていて、私はそのな
かでも、まだほぼ誰も取り組んでいないモ
ードで探索し、前人未到の成果を出したい
と考えています。
　2020年代後半には、スーパーカミオカ
ンデよりも高感度なハイパーカミオカンデ
の運転も計画されています。新物理の発見
を目指して最先端の研究に挑み続けていき
たいと思います。

2015年横浜雙葉高等学校卒業、東京大学
に入学。理学部3年生のときSVAP*で、4
年生のときUGRASP**で、ともに欧州原
子核研究機構（CERN）に滞在。19年よ
り理学系研究科物理学専攻相原・横山研
究室に所属。

*Study and Visit Abroad Program
**Undergraduate Research Abroad in Science 
Program

物理学専攻 修士課程1年

School of Science 
as a Global Hub
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CERNから
スーパーカミオカンデへ
憧れの聖地での研究

Natsumi Ogawa

Interview
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えた理由を解明しようとしています」
　渦巻銀河のつくられ方には複数のモデル
がある。たとえば「密度波モデル」は、個々
の星は移動するが、全体として渦の形は保
たれているというもの。また「動的渦巻腕
モデル」は、1本ずつの腕が「できては壊れ」
を繰り返しながら、長い目で見れば渦巻腕
の形が保たれているというものだ。
　これまでの研究から、渦巻銀河が、どれ
か一つのモデルだけで説明できるわけでは
ないことが推測されている。そこで江草助
教は、渦巻銀河を実際に観測し、個々の渦
巻銀河がどのモデルに当てはまるかを区別
しようとしている。
　観測・解析の対象になるのは、渦巻銀河
を構成する星やガスなどの分布だ。
「密度波モデルと動的渦巻腕モデルでは、
星とガスの分布に違いが出ることが理論計
算から分かっています。前者では、星とガ
スの分布位置にズレがありますが、後者で
は基本的に、星もガスも同じところに分布
しています。ある特定の銀河を観測してみ
ると、一つの腕は密度波モデル、別の腕は
動的渦巻腕モデルに近いことが分かりまし
た。一つの銀河にタイプの異なる腕が混在
している可能性が高いのです」
　観測・解析には、国立天文台などが国際

　宇宙は姿を変えている。我々がそれを実
感しづらいのは、宇宙に比べて人類の時間
軸があまりに短いからだ。
　兆の単位で存在する銀河の形も、時とと
もに構成比が変化してきた。60億年前の
宇宙では、星の分布が一定でない「不規則
銀河」が過半数を占めていたが、今の宇宙
では、天の川銀河に代表される「渦巻銀河」
が7割以上を占めている。
　この間、渦巻銀河はどのようにつくられ
てきたのだろう。江草助教は、その謎と向
き合っている。
「1億年かけて銀河を観測すればすぐに明
らかになるでしょうが、それは不可能です。
今ある渦巻銀河の観測から、渦巻銀河が増

プロジェクトで運用している南米・チリの
アルマ望遠鏡などのデータを使う。世界に
はこうした望遠鏡がいくつもあり、江草助
教たち研究者は、目的に応じて望遠鏡やそ
の観測データを使い分けている。
　江草助教は、小学生のときにNHKの科
学特集番組を見て、宇宙の美しさに惹かれ
た。志望通りに天文学科に進み、4年生の
課題研究で「M99」という渦巻銀河と出
会う。研究室を率いていた祖父江義明教授

（現名誉教授）から「まだ誰も研究してい
ないからやってみたら」と言われたのがき
っかけだった。それで、「理屈ではなく渦
巻銀河が好きになった」という。
　これまで国内外の複数の研究機関に所属
し、渦巻銀河の研究を積み重ねてきた。多
くの研究環境を経験してきた江草助教に、
天文学科は「研究室ごとにいろいろなこと
をしていて幅広さがある」と映る。他の研
究室のメンバーとの接点も多く、研究分野
を越えて共同研究に取り組むこともできる。
　だが、やはり研究の主眼は、自身が向き
合い続けてきた渦巻銀河にある。
「思ったとおり結果が出るのも嬉しいです
が、予想外の結果が出るのも、新たな疑問
が湧いて面白い。これからも、渦巻銀河の
観測と研究を続けていきたい」

01 Explorers of the Field of Science

2008年東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修
了、博士（理学）。カリフォルニア工科大学研究員、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所研
究員、国立天文台研究員、同特任助教などを経て、
18年より現職。

天文学教育研究センター 助教
Fumi Egusa

人は、いかにして宇宙の変化を知ることができるのか。
時とともに銀河が形を変えてきた謎を解き明かす。
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を使用しました。その結果、宇宙初期の暗
いクエーサーは、同時代の明るいクエーサ
ーより電波放射が活発ではないという推測
を得ることができました。
　世界各地の望遠鏡では、「何をどういう
目的で観測するか」、観測提案を受け付け
ています。これまでの研究は公開データを
使って解析を進めてきましたが、研究をさ
らに前進させるため、観測提案にも積極的
に取り組んでいます。先のJVLAの観測で
は、私の観測提案にもとづくデータも含ま
れています。提案した計画では、活発な銀
河である「電波銀河」を対象に、この銀河
が放つ電波や水素ガスの分布状況を詳しく
観測し、銀河の進化をより多面的に探って
いきます。観測データを解析するだけでな
く、自分が提案した観測計画が承認された
ことで、研究者として大きな自信がつきま
した。これからの観測も楽しみです。
　郷里の台湾で、幼いころ親から贈られた
天文学のビデオに見入り、「宇宙にはいろ
いろな現象があるんだ」と興味を持ちまし
た。国立台湾大学で物理を学び、卒業後は、
日本の国立天文台に相当する台湾中央研究

　天文学、特に「銀河の進化」を研究して
います。どのように銀河はつくられ、今に
至ったのかを、活発な銀河から放たれる光
や電波などを手がかりに探っています。
　こうした銀河の中心には超巨大ブラック
ホールがあり、銀河が光や電波を放出する
エネルギー源になっていると考えられます。
ブラックホールの質量と銀河の質量には関
係性があるとも考えられ、両者の相互関係
を探ることで、銀河の進化の仕方を明らか
にしようとしています。
　修士課程では、銀河の進化を探るため、

「クエーサー」と呼ばれる活発な銀河を観
測しました。クエーサーは非常に明るい天
体ですが、暗めのものもあります。地球か
らはるか遠く、つまり宇宙誕生から間もな
い暗いクエーサーがいくつも見つかってい
て、それらのクエーサーの特徴を探ってき
ました。一連の研究では、アメリカ国立電
波天文台が運用しているJVLA（Jansky 

Very Large Array）望遠鏡の観測データ

院天文及天文物理研究所に技術者として勤
めました。そこでは、南米・チリのアルマ
望遠鏡の受信機の開発に携わりました。
　大学院進学を決めたのは、働きながらも
理学としての天文学への憧れがあったから
です。研究者として生きていくには博士号
が必要ですし、日本は天文学の研究でアジ
アをリードしています。東京大学と国立台
湾大学は同じ旧帝大で縁も感じ、東大への
留学を志望しました。大学院入試の際には、
奨学金申請の相談のため、いま指導してい
ただいている河野孝太郎先生にコンタクト
しました。河野先生は私の研究計画書を丁
寧に添削してくださり感動しました。
　日本語は、留学前に国立台湾大学での第
二外国語の授業やオンライン会話サイトな
どで学びました。大学院には私のような留
学生もいるので、授業は英語も使われます
が、日本人の先生や学生たちと深い議論を
したり、生活面も考えると、日本語ができ
た方が便利だと思います。
　当面の目標は博士号を取ることです。高
度な知識や技術を身につけて、博士にふさ
わしい業績を残していきたいと思います。

台湾生まれ。2011年国立台湾大学を卒業
後、台湾中央研究院天文及天文物理研究
所に勤務し、電波望遠鏡受信機の開発に
携わる。17年東京大学大学院理学系研究
科天文学専攻修士課程に入学。19年修了
し、現在は博士課程。

天文学専攻 博士課程1年

02 School of Science as a Global Hub

銀河進化の研究で
博士をめざす

Kianhong Lee

Interview
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も呼ばれる美しい極成層圏雲は、オゾン層
破壊に深く関わる。フロン等の人為起源の
塩素化合物が対流圏で放出されると、熱帯
の上空から成層圏に入って両極に運ばれ、
その間に安定な化合物（レザボア）に変化
する。このままなら問題ないのだが、極成
層圏雲が存在すると、レザボアが雲粒の表
面で化学反応を起こし、塩素分子が生成さ
れる。春季に日光が当たると、塩素分子が
光化学反応によって一酸化塩素となり、こ
れが触媒となって成層圏オゾンが壊されオ
ゾンホールが形成されるのだ。
「フロンの排出規制等の対策が進み、南極
上空のオゾンホールは縮小傾向にあります。
今後、問題の最終解決へ向けてオゾンホー
ルの将来予測や季節予測等を行うには、極
成層圏雲が出現するメカニズムを正確に理
解することが必要です。私は博士課程のと
きに、人工衛星のデータを元にして南極域
の大気の力学的研究を行いました。その結

　大気物理学は、大気の構造や運動、大気
中で起こる諸現象を、物理的手法によって
解明する学問分野である。日々の天気予報
も、大気物理学や気象学の賜物のひとつだ。
　気象現象のなかで、目に見えて分かりや
すいものの一つが雲だろう。高麗助教は、
北極・南極の極域の成層圏にできる「極成
層圏雲」について研究している。
「私たちが普段目にするのは、大気の最下
層である対流圏の雲です。対流圏は海に近
いため水蒸気量が多く、雲ができやすい。
雲ができたり雨が降ったりという気象現象
のほとんどは、対流圏内で起こります。一
方、対流圏の上にある成層圏では、水蒸気
量が対流圏の100分の1以下で、雲はほと
んどできません。しかし冬季の極域は極夜
となり、成層圏はマイナス80℃以下に冷
えます。わずかな水蒸気も相変化して雲粒
が形成され、極成層圏雲ができます」
　淡い虹色に輝く様子から「真

しん

珠
じゅ

母
ぼ

雲
うん

」と

果、南極上空の対流圏で起こるブロッキン
グ高気圧という気象現象が、極成層圏雲出
現の要因となることを突き止めました」
　高麗助教は、成層圏よりさらに上空の中
間圏に出現する「極中間圏雲」の研究にも
取り組む。極域の夏季に出現するこの雲は、
対流圏で起こる気候変動やCO2の量の指標
になると考えられ、注目を集めている。
　気象学においては、観測データとコンピ
ュータ・シミュレーションが大きな武器に
なるが、高麗助教は、南極地域観測隊の越
冬隊員を1年半ほど務めた経験を持つ。昭
和基地に設置されている南極大気大型レー
ダーの運用支援のほか、気球を使って高層
大気の気温や湿度などを観測した。
「研究者が利用している大気のデータを取
得するため、どれだけ多くの人が知恵を絞
り、汗を流してきたのか。それを実感でき
たことが、今も糧になっています」
　大気や気象と向き合う高麗助教の研究の
モチベーションは「理学の心」にある。
「大気の諸現象や大気の力学の“本質”を見
極めたいと思っています。大気や気象とい
う現象を簡単化・モデル化して、その本質
を理解することが理学的だと感じます。研
究で得られた知見が、日々の天気予報や気
候変動の解明に役立つことも研究を進める
原動力になっています」

2009年京都大学理学部卒業。14年東京大学大学院
理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程修了、同
年より現職。第57次南極地域観測隊越冬隊員（15
年12月～17年3月）。16年に日本気象学会の山本賞
受賞。

地球惑星科学専攻 助教

Explorers of the Field of Science01

北極や南極の上空では、特定季節にある条件下で、虹色の雲が輝く。
それは、オゾンホールの形成や気候変動の指標にもなりうるものだった――

Masashi Kohma
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アを、ぜひとも若い皆さんに開拓していって
ほしい」とエールを送る。
　山内教授いわく、理学とは、「自然界の仕
組みを明らかにする営み」だ。
「高校までの勉強は、先人たちが明らかに
してきたことを学びますが、大学での理学研
究では、未知の自然界の現象を解き明かし
ていきます。また、高校までは物理学、化学、
生物学を分野別に教わりますが、境界領域
にこそ、研究の醍醐味があります」

　人は、身の回りの世界を光によって見て
いる。科学の世界においても、さまざまな物
質を「見る」ために、光が用いられてきた。
　なかでも、光科学の発展に大きな影響を
与えているのが「超短パルスレーザー」だ。
一つのパルスの時間幅が、フェムト秒（10-15

秒）、アト秒（10-18秒）という極めて短いレ
ーザーである。1秒間に地球を7周半する光
でも、1フェムト秒では0.3 μ

マイクロメートル

m（0.3×10-6 m）、
1アト秒では0.3 n

ナノメートル

m（0.3×10-9 m）しか進め
ない。この極めて短い時間幅のレーザーに
よって、極めて速い分子や原子の振る舞い
を観測できるようになった。この光を強くす
る技術が、「新たな科学の領域を切り拓いた」
と山内教授は語る。
「強い光を原子や分子に照射すると、原子
や分子の中の電子が、光の電場によって揺
すられます。そのため、分子や原子の性質
そのものを変えることができます。また、光
電場によって原子や分子から飛び出した電
子は、光電場によって引き戻され、もとの原
子や分子に衝突します。その瞬間、アト秒
の光パルスが生成します。この光を使えば、
超高速現象の観測が可能になります」
　なお、このような強い光の場のもとでの
分子や原子の挙動についての研究は、「強光
子場科学」と呼ばれている。
　山内教授は、時々刻々と変化する気体分
子の幾何学的構造を、まるで「コマ撮り」
のようにダイナミックに追跡する手法を開発
した。その名を「レーザーアシステッド電子
回折法」という。気体分子の構造を静的に
捉える「電子回折法」と、時間領域の短い「超
短パルスレーザー」を組み合わせた手法だ。
0.01 Å（0.01オングストローム= 1 p

ピコメートル

m= 

10-12 m）の精度と、フェムト秒の時間分解
能で分子構造の変化を追跡可能にした。
「この手法により、化学反応過程にある気
体分子中の原子核の動きの変化を、時々刻々
精密に測定することができます」
　強光子場科学は、化学、物理学、レーザ
ー工学にまたがる学際領域だ。さまざまな
研究成果が新たな分野を切り拓き、フロン
ティアが拡大し続けている。また、研究の
現場で使われる光学材料、レーザー光源、
先端計測機器などの開発には、産業界の技
術者との交流が欠かせない。
「産学が密に連携しているこのチャレンジン
グな最先端研究分野のさらなるフロンティ

　山内教授の研究は、さまざまな知見や技
術の集合体だ。教授自身も、もともと化学
だけではなく、物理学や生物学にも強い興
味を抱いていた。
「進振りをあまりナーバスに考えず、『どこ
に行っても楽しめる』と気楽に考えてほしい。
ひとつの専門領域を極めれば、違う領域に
も踏み出して行けるのです」
　学際領域で新たな分野を切り拓いてきた
山内教授ならではのメッセージだ。

1981年東京大学理学部化学科卒
業、85年同大学大学院理学系研
究科博士課程中退、86年に博士
号（理学博士）取得。同大学教
養学部基礎科学科第一助手、同
助教授、同大学大学院総合文化
研究科広域科学専攻助教授を経
て、97年より現職。

化学専攻 教授

Explorers of the Field of Science

Kaoru Yamanouchi

レーザー技術の発展は、原子や
分子を「見る」ことを可能とした。
強い光は原子や分子の
性質を変え、超高速現象を
明らかにする。
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遺伝子は変数が多い高次元データですが、
画像は典型的な2次元データです。遺伝子
データを2次元で表現することができれば、
画像データとして取り扱えるはずだとひら
めきました」
　この、遺伝子データの「画像化」こそが、
この研究のポイントだ。そして、2次元化
した遺伝子データを、深層学習で人工知能
に学ばせる。それにより、高精度なデータ
分類が可能となった。既存の人工知能技術
の機械学習による分類手法と比べても、は
るかに優れた成績を得ることができたのだ。
　角田教授いわく、DeepInsight法は普遍
化可能な手法だ。
「2次元化可能なデータであれば、オミク
スデータはもちろん、あらゆるデータを深
層学習にかけることが原理的に可能です。
実際、がんの遺伝子データのほかにも、テ
キストデータや音声データなどでも高精度

　生体内の分子を網羅的に解析する研究は
「オミクス」と呼ばれる。対象が遺伝情報
（ゲノム）の場合は「ゲノミクス」、タンパ
ク質（プロテイン）なら「プロテオミクス」、
代謝物（メタボローム）なら「メタボロミ
クス」というように、オミクス研究の対象
はさまざまだ。いずれも生命現象や病気の
メカニズムの解明を目指している。
　角田教授は、オミクス解析の強力なツー
ルを開発した。画像処理を得意とする人工
知能の技術を駆使した「DeepInsight法」
だ。これまでにない高い精度で、オミクス
データを分類することができる。
　角田教授の研究対象の一つに「がんの遺
伝子」がある。
「がんのタイプを遺伝子データから分類で
きれば、患者に最適な治療法を選ぶことが
できます。ところが、がんがとりうる遺伝
子パターンは非常に多いうえ、サンプルと
なる患者数はとても少ない。そのため、従
来の統計学的な解析には限界がありました」
　そこで角田教授は、画像などの非線形デ
ータを扱う深層学習の技術に着目した。
　深層学習は、画像処理で優れた能力を発
揮するが、がんの遺伝子データは、画像デ
ータそのものではない。遺伝子データを画
像データのように扱うことができれば、深
層学習をゲノミクス解析に応用できると角
田教授は考えたのだ。
「私は数学も好きで、高次元を低次元に圧
縮する方法があることを知っていました。

の分類を行うことができました。今後、さ
らに深層学習の能力を向上させ、複数のオ
ミクスを組み合わせたより複雑なデータを
扱えるようになることを目指しています」
　今は生命医科学を研究する角田教授だが、
その来歴は幅広い分野に及んでいる。修士
課程までは素粒子物理学を研究し、博士課
程で情報科学の世界へ。工学博士取得の後、
医学の博士号も取得して、医療ビッグデー
タの解析も手掛けた。教授がDeepInsight

法を開発できたのは、この類稀な足跡の賜
物といえるだろう。
「結果として、多くの引き出しを持つこと
ができました。分野は違っても、根本に流
れるサイエンスは共通しています」
　ひとつの興味あることを深めるのも、い
くつもの興味あることに挑むのも、研究者
としての生き方だ。多様な世界を見なけれ
ば、生み出せないものもある。

1989年東京大学理学部物理学科卒業。95年同大学
大学院工学系研究科博士課程修了。同年京都大学
大学院工学研究科助手、97年東京大学医科学研究
所リサーチアソシエイト、98年同助手、2000年理
化学研究所遺伝子多型研究センターチームリーダ
ー。19年より現職。

生物科学専攻 教授
医科学数理研究室

Explorers of the Field of Science01

Tatsuhiko Tsunoda

素粒子物理学と情報科学を学び、後に医学を修めた異色の経歴。
多様な知識と経験を活かし、画期的なオミクス解析手法を編み出した。
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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。
　博士課程修了者のほぼ半数は研究職に就
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

他大学から

就職・その他

製造業

学術・研究

IT・
情報通信

IT・
情報通信

学術・
研究 教育・

学習支援

金融

サービス
業

官公庁

製造業

就職・その他

2018年実績*

*未回答分を除く

就職・その他

84% 47% 45%

16% 53% 55%

東大理学部
卒業

273名

358名 173名

52名

29名

11名
14名

10名

35名

12名

6名 3名3名

大学・
研究所など

学振PD
（国内）

学振PD
（国外）

78名

8名

3名
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ョンを使った実験的アプローチの2つの方
向性があります。片方がうまくいかないと
きはもう片方から攻めてみて、二刀流で取
り組めるのがこの分野の面白さです。もう
少し広く言うと、物事の原理を突き詰めて
考えられるのが理学の魅力です。なかでも
数学は、論理を厳密に突き詰められるのが
醍醐味です。
高橋　原子・分子レベルのミクロな視点か
ら、地球や宇宙というマクロな世界に迫れ
ることに面白さを感じています。物質から、
地球環境や宇宙のさまざまな謎を解明でき
るのです。研究者は、人類から未知の世界
に遣わされている冒険者のようなものです。
未知の暗黒の世界を旅して、そこでの発見
を人類に還元する。人類の将来を背負った、
非常にロマン溢れる職業だと思います。

――お二人が理学部に進学された理由をお
聞かせください。
柏原　高校受験の勉強がきっかけで数学が
好きになりました。いろいろな公式を組み
合わせて答えを導き出す過程や、その道筋
を論理的に証明していくところに惹かれま
した。物理も好きでしたが、数学の方が、
より厳密に論理が求められることに魅力を
感じました。進振りでは、実社会の課題に
数学を応用する工学部の計数工学科も考え

――まずは研究内容をお聞かせください。
柏原　数理科学研究科で、「偏微分方程式
の数値解析」について研究しています。偏
微分方程式は、複雑すぎて計算で解くこと
ができません。そのため、離散化や近似と
いう手続きを経て、コンピュータシミュレ
ーションで近似解を求めます。「数値解析」
では、離散化や近似の過程が数学的に正し
いかを解析します。私は主に、流体の偏微
分方程式を扱っています。
高橋　地球惑星科学専攻で地球化学を研究
しています。私たちが目にする地球や環境
で起きているマクロな現象が、どのような
化学的素過程のうえに成り立っているかを、
原子・分子レベルから解析しています。地
球のあらゆる構成物は化学反応によって形
成されています。その化学組成や化学素過
程を分析することで、その物質がどのよう
につくられたかや、そこがどのような環境
だったかが分かります。一言で言えば、化
学によって、地球の過去・現在・未来の姿
を明らかにすることができるのです。それ
を私は「分子地球化学」と呼んでいます。
――研究のどんなところに魅力を感じてい
ますか?

柏原　数値解析では、紙と鉛筆を使う証明
による理論的アプローチと、シミュレーシ

Alumni Voices: Yoshio Takahashi and Takahito Kashiwabara
03

未知の世界を旅して、
人類の未来を拓く

就職活動を横目に、
研究漬けの日々

1992年東京大学理学部化学科卒業、97年同大学大学院理学系研
究科博士課程修了。広島大学理学部地球惑星システム学科にて
助手、准教授、教授を経て2014年より現職。15年に日本地球化
学会賞、16年に日本環境化学会学術賞を受賞。

理学部化学科卒業
理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授
Yoshio Takahashi
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労しました。ただ、若い時に境界領域の分
野に飛び込んだことは、今の私の強みにな
っています。

――今後の展望をお聞かせください。
柏原　数値解析は、物理や化学、生物など、
数学以外の分野とも連携することができま
す。そうした他分野の人たちと、一緒にプ
ロジェクトを進めていけるようになりたい
ですね。もうひとつは、いま急速に社会に
広まっているAI（人工知能）に、数学者と
して貢献したいと考えています。AIも数値
計算を使っているはずなので、数値解析に
よる貢献が可能だと思います。
高橋　研究者として最前線を走り続けたい
と思います。ですが、ひとつのテーマだけ
で何十年も研究を続けることは容易ではあ
りません。理学を学ぶことのいいところは、
その基礎を土台にしてさまざまな分野へ応
用可能なことです。私自身、幅広いテーマ
を扱っていますが、その土台には化学があ
ります。学部や大学院生のころに身に着け
た化学の手法を使って、地球上の多様な対
象を解析しています。
柏原　基礎や原理は、学生のうちに学んで
おいた方がいいですよね。先に応用を学ん
だ後に、基礎や原理を学び直すのは大変だ
と思います。
高橋　理学部は研究者養成機関です。研究
者を目指すなら、学位をとってから40年
近く最先端を歩み続けられるように、理学
部で足腰を鍛えてほしいと思います。

ましたが、証明の過程がいちばん好きなの
で、数学科に進学しました。
高橋　僕はもともと化学科でした。高校生
のころにオゾンホールが社会問題になり、
環境問題に取り組みたいと思ったのがきっ
かけです。環境問題をやるなら物質が重要
なので、だったら化学だろうと。当時は学
科の編制が今とは違って、地球惑星環境学
科はまだ存在していませんでした。
――そこからどのようにして研究者の道に
進むことになったのでしょうか?

柏原　何が何でも数学者になろうと決めて
いたわけではありません。ただ、数学を使
う仕事に就けたらいいなという気持ちはあ
りました。自分が企業に就職するイメージ
が湧かなかったこともあり、研究者の道を
行けるところまで進んでみようと思って今
に至ります。ポスドクのときに結果を出せ
たのが大きかったかなと思います。
高橋　父親が研究者だった影響で、自分も
研究者になるんだろうと漠然と思っていま
した。大学院では、とにかく研究が楽しく
て楽しくて。周りが就職活動をするなか、
ひたすら研究に没頭していました。修士2

年のときに自分の論文が学術雑誌に掲載さ
れ、研究の醍醐味の一端を味わえたことも
大きかったですね。けれども、進路を具体
的に考えていたわけではありません。博士
3年になって、履歴書片手に研究所を訪ね
たものの採用されず……。1年間のポスド
ク生活を経て、専門分野がやや異なる、広
島大学の地球惑星システム学科に応募し採
用していただくことになりました。実はそ
のあとも大変で、もともと化学科出身だっ
たので、岩石や鉱物の名前を覚えるのに苦

Alumni Voices: Yoshio Takahashi and Takahito Kashiwabara

研究者を目指すなら、
まず理学から始めよ

2009年東京大学理学部数学科卒業、14年同大学大学院数理科学
研究科博士課程修了。独ダルムシュタット工科大学数学科、岡山
大学大学院環境生命学研究科、東京工業大学大学院理工学研究
科数学専攻にて博士研究員などを経て17年より現職。

理学部数学科卒業
数理科学研究科 准教授
Takahito Kashiwabara
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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（186 

5-1950）が、櫻井博士の教え子には1907（明

1684年 1880年 1893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 

Histry of the School of Science
04

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

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。

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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　天体観測の最大の敵は光だ。
はるか遠くの天体からの光を捉
えるには、暗い夜空が不可欠だ。
1974年に開設された木曽観測
所（長野県木曽町）が、木曽の
山中につくられたのもそのため
である。
　この、東京から遠く離れた観
測所が、天文学の新たな歴史を
担うことになるかもしれない。
短時間での宇宙の変化を捉える、

「動画」での宇宙観測を可能に
する新たな装置が導入されたの
だ。それが、木曽観測所で201 
9年10月に本格稼働した新観測
装置「トモエゴゼン（To m o 
-e Gozen）」である。
　トモエゴゼンには、キヤノン
が開発した高感度CMOSセン
サが84個取り付けられている。
CMOSセンサならではの高速デ
ータ読み出しが可能で、毎秒2

角レンズ」である。木曽観測所
の望遠鏡はシュミット式では日
本最大、世界でも4番目の大口
径を誇る。1974年に日本光学
工業（現ニコン）が完成させて
以来、45年以上にわたり天空
を撮影し続けてきたが、広視野
のデジタル対応は容易ではなく、
せっかくの超広視野を活かせず
にいた。その流れを一変させた
のがトモエゴゼンの開発だった。
　トモエゴゼンを搭載したシュ
ミット望遠鏡は、いわば「超高
精細・超広角の巨大デジタルカ
メラ」だ。84個のCMOSセン
サを合わせると1億9000万画素
という超高精細を誇る。さらに、
センサ1つが満月1つ分の視野
をカバーし、トモエゴゼン全体
で一度に84個分の満月に相当
する範囲を撮影できる。広視野
での動画撮影が可能になったこ
とで、未知の天文現象の発見が
期待される。実際、すでに試験
運転期間も含めていくつもの観
測成果を上げている。超新星爆
発や新たな小惑星を発見し、太
陽系の外縁天体「クワオアー

（Quaoar）」に、大気がほとん
ど存在しないことを明らかにし
た。

コマの「動画」の観測が可能だ。
長時間露光して「静止画」を撮
影するのが当たり前だった天文
学の常識を塗り替えた。「動画
天文学」の時代の幕開けである。
　トモエゴゼンを搭載するのが、
木曽観測所の口径105 cmのシ
ュミット望遠鏡だ。シュミット
望遠鏡とは、鏡筒の先端に特殊
な形の大型レンズをつけ、広い
視野にわたってボケのない鮮明
な画像を得るタイプの望遠鏡で
ある。
　木曽観測所のシュミット望遠
鏡よりも口径の大きな望遠鏡は
多く存在するが、それらの多く
は、天空の特定領域を細かく見
ることに最適化されている。要
するに「巨大な望遠レンズ」で
あり、視野はそれほど広くはな
い。対するシュミット望遠鏡は、
広い領域を一度に撮影する「広

　木曽観測所では、アウトリー
チ活動にも力を入れている。夏
の一般向け公開や地元向けのさ
まざまな取り組みのほか、毎年
春には全国の高校生を対象に、
3泊4日で「銀河学校」を開催
する。シュミット望遠鏡による
観測とコンピュータによる解析、
成果発表などを行う。1998年
に始まったこの実習には毎年
30名ほどが参加し、2019年3
月に開催された第22回までに、
のべ600名ほどが木曽での実習
に励んだ。卒業生のなかには、
天文学者や自然科学の研究者の
道を歩む者もいる。人材育成や
科学リテラシーの醸成にもつな
がっているのだ。トモエゴゼン
が導入され、「動画天文学」が
可能になった2020年以降、こ
こからどのような卒業生が巣立
っていくのだろうか。

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

木曽観測所の105cmのシュミット望
遠鏡。©奧村浩司（Forward Stroke 
Inc.）

シュミット望遠鏡に取り付けられた、
「トモエゴゼン」の 84個の高感度
CMOSセンサ。

木曽の山中から、
「動画天文学」の
時代が始まる

天文学教育研究センター
木曽観測所

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

Column

15



Shinji Tsuneyuki Tomonori Totani

Hiroshi ImaiMasahiro Yamamoto

Physics

Mathematical Sciences

Astronomy

Information Science

Profiles of the 
Department Chairs

04

学科長紹介
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Earth & Planetary 
Environmental ScienceEarth & Planetary Physics

Bioinformatics 
& Systems Biology

Hiroyuki Isobe Osamu Nureki

Hirokazu Tsukaya Tatsuhiko Tsunoda

Eiichi Tajika

Chemistry Biophysics & Biochemistry

Biological Sciences

Satoshi Ide
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