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世界初の実験に挑む
すぐに壊れてしまう不安定な原子核（不安定核）の構造を電子を使って観る――
まだ誰も実現していないその実験に挑んでいるのが、
理研仁科加速器研究センター（RNC）実験装置開発室の若杉昌

まさ

徳
のり

	室長だ。
現在の原子核の理論とモデルの構築において、安定な原子核（安定核）に電子を衝突させて、
原子核の構造を観る“電子散乱実験”が大きく貢献した。ところが近年、
不安定な原子核（不安定核）の性質を調べるさまざまな実験により、
現在の原子核モデルに合致しない現象が次々と見つかっている。
安定核や不安定核を統一的に理解できる究極の原子核モデルの確立に不可欠なのが、
不安定核に電子を衝突させる“RI・電子散乱実験”だ。
その世界初の実験に挑む若杉室長たちの独自の手法を紹介しよう。

不安定核を電子で観る

開発・整備中のSCRITによるRI・電子散乱装置
RIと電子を衝突させる世界初のRI・電子散乱実験を
目指している。電子ビームの走る軌道上にイオン化
したRIを蓄積して、電子と衝突させる。
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■■　高速の電子を当てて原子核を観る
　電子顕微鏡を使うと、加速した電子を試料に当て、その
散乱した様子を捉えることで、原子を観ることができる。
しかし、サイズが原子の約1万分の1の原子核になると、
電子顕微鏡で観ることはできない（図1）。「原子核を観る
には、電子をさらに加速して原子核に当てなければなりま
せん。それには加速器が必要です」と若杉昌徳 室長。
　1950年代、米国のロバート・ホフスタッターは、加速
器を使って加速した電子を安定核に当てる電子散乱実験
で、原子核の大きさや陽子の分布を観ることに成功した。
陽子の分布が分かると、原子核全体から陽子の分布を差し
引いて、中性子の分布も導き出すことができる。こうし
て原子核の構造解明に貢献したホフスタッターは1961年、
ノーベル物理学賞を受賞した。
　「原子核を観たり性質を調べたりするには、その原子核
とほかの原子核を衝突させる方法もあります。しかし、原
子核同士に働く強い相互作用は完全には解明されていない
ため、その方法では実験データの解釈に仮定が入ってしま
います。一方、電子と原子核の間に働く電磁相互作用の理
論は確立されているので、電子散乱実験のデータは疑う余
地がありません。こうして安定核の電子散乱実験のデータ
を説明できる原子核理論が築かれました」

■■　電子を不安定核に当てるには
　1980年代、加速器によって不安定核（放射性同位元素：
RI）のビームをつくる技術が開発され、不安定核の性質を
調べる実験が始まった。すると、現在の原子核モデルから
逸脱する現象が次々に発見された。
　ここでRIについて説明しよう。天然には水素からウラ
ンまで90種類の元素が存在している。同じ元素でも、陽
子と中性子のうち中性子数が異なる“同位体”を含めると、
約300種類の安定核が天然に存在する。それらは、原子核
を構成する陽子と中性子の数がほぼ同数である。ただし、
理論的には陽子と中性子の数の組み合わせにより、約1万

種類の原子核が存在し得る。そのほとんどは、陽子あるい
は中性子の数が過剰で、すぐにほかの種類の原子核に壊れ
てしまう。それがRIだ。
　「現在の原子核の理論やモデルは、約1万種類の3％程度
にすぎない安定核の実験データから築かれたものです。原
子核全体を統一的に理解するには、約1万種類の大部分を
占めるRIの性質を実験で詳しく調べる必要があります」
　現在、性質のよく分かった安定核にRIビームを当てる実
験などにより、RIの性質が調べられている。しかし、RIに
電子を当てるRI・電子散乱実験は、まだ世界の誰も成功し
ていない。「従来考えられていた方法でRI・電子散乱実験を
行うには、1020個以上つまり1兆×1億個以上という膨大な
数のRIが必要だと見積もられていました。また、それほど
大量のRIは最新の加速器を百年間動かし続けてもつくり出
せないので、究極の原子核モデルを築く上でRI・電子散乱
実験は不可欠だが、実現は不可能とされていました」
　1990年代、理研ではたくさんの新しい種類のRIをつくり
出し、その性質を詳しく調べる加速器施設“RIビームファク
トリー（RIBF）計画”の検討が進められていた。そして、こ
のRIBFでRIを大量につくり出し、衝突の方法を工夫すれば、
RI・電子散乱実験が可能かもしれないと考えられ始めた。
　RIBFのRIビームは、RIの運動の速度や方向がばらばらな
上に、分散していてビームが太いため、そのままでは電子
と衝突する確率は極めて低い。「そこで、RIビームを蓄積リ
ングで周回させ、運動の速度や方向をそろえるとともにビー
ムを細く絞り込むことが考えられました。そのビームに電子
ビームを正面衝突させることで、衝突の確率を高めることが
できます」。それを実現する衝突型加速器施設は“M

ミ ュ ー ゼ ス

USES”
と名付けられ、若杉室長も開発チームに参加した。

撮影：STUDIO CAC

若杉昌徳
仁科加速器研究センター
実験装置開発室	室長

私たちの使命は、SCRITによる
RI・電子散乱実験のスタンダードをつくること。

そうすれば、世界中で実験が始まり、
統一的な原子核モデルが築かれることでしょう。

わかすぎ・まさのり。1961年、大分県生まれ。理学博士。広島大学大学
院理学研究科博士課程修了。1992年、理研サイクロトロン研究室 研究員。
2008年より現職。

RI標的捕獲装置の前にて
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　「当初、MUSESの建設コストは概算で約400億円。さら
に、実験には高度な技術が必要で、完成しても実験開始ま
でに何年も調整を続けることが必要とされていました。私
は、もっと安く簡単にRIと電子を衝突させる方法はないの
だろうか、と考え始めました」
　2000年、若杉室長は矢野安重 RNC特別顧問（初代セン
ター長）と、RI・電子散乱実験を実現する新しい方法の検
討を開始した。「RIBFでは高速のRIビームが生み出されま
す。それを周回させるには巨大な蓄積リングが必要にな
り、巨額のコストが掛かります。そこで私たちは、“低速
のRIビーム”を前提とする装置を検討しました。蓄積リン
グは格段に小さくなり、大幅なコスト削減ができます。し
かし、電子ビームとRIビームを正面衝突させることの難し
さは変わりません。電子とRIの両方がビームとなって走る
ので、それら両方を制御することが難しいのです。そこで
次に、RIを静止させ、電子だけをビームとして走らせて衝
突させる方法を検討しました」
　それには、RIを電子ビームが走る軌道上に導き入れ、蓄
積する必要がある。「ある日、矢野さんと議論していて、
RIを陽イオン化して電子ビーム軸中に流し込めば、電子
ビームの負電荷により引き寄せられ、電子ビームの軌道上
に蓄積するのではないか、という結論に至りました。実は、
それは電子ビームを扱う世界では“イオントラッピング”
という常識的な現象でした」
　電子ビームを周回させる蓄積リングは、電子がほかの粒
子と衝突しないように真空状態にする必要がある。しか
し、完全に真空にすることは難しく、装置の内壁から漏れ
出したガスが電子ビームによって電子をはぎ取られて陽イ
オンとなる。すると電子ビームの負電荷により、その陽イ
オンが引き寄せられ、軌道上に蓄積してしまうのだ。
　「軌道上に蓄積された陽イオンは、電子ビームと衝突して
安定な周回の邪魔をする厄介者です。電子蓄積リングでは、
それを排除するために電場をかけて陽イオンを取り除いてい

ます。RIを陽イオン化し、排除するための電場と同じ電場を
かけて排除と逆過程をたどることにより、RIを電子ビームの
軌道上に導き入れて蓄積することが簡単にできるはずです」

■■　3年以上、成果ゼロ
　若杉室長たちは、この新しい方法を“自己閉じ込め型不安
定核標的（S

スクリット

CRIT）”と名付け、2002年に特許を出願。理研
は、RI・電子散乱実験の方法をMUSESからSCRITへと転換
した。若杉室長たちは、SCRITの詳しいシミュレーション計
算を行い、SCRITが実現可能なことを理論的に示した論文
を2004年に発表し、実証実験を行うことを目指した（図2）。
「しかし実証実験に必要な電子蓄積リングを新たに建設する
予算はないので、既存の施設を借りるしかありません。そ
こで、日本全国の施設を回りました。国内で稼働している
電子蓄積リングのほとんどは、電子ビームから出る放射光
を利用するための施設です。SCRITの実証実験には、電子
蓄積リングの改造が必要となるため、なかなか貸してくれ
るところが見つかりませんでした。ところが幸運なことに、
京都大学化学研究所の野田章教授のご好意で、電子蓄積リ
ング（KSR）を使用させていただけることになりました」
　こうして2004年から、安定核を使ってSCRITの実証実験
を開始した。「うまく電場をかけてイオンビームを流し込め
ば、電子ビーム軌道上に導き入れ蓄積できるはず……でし
た。ところが、3年以上実験を繰り返しましたが、一度も
成功しませんでした。年に数回京都に出掛け、何の成果も
出せないまま帰る道すがら、今度はどのように矢野さんに
言い訳をしようかと、いつも考えていました（笑）。しかし
矢野さんは一度も“もうやめろ”とは言いませんでした。矢
野さんと私は、必ずできると信じていたからです」
　2007年4月、ついに運命の日が訪れた。「翌日は東京に
帰らなければならない最終日の夜でした。あらゆる方法を
試しましたが、今回もすべて失敗。もうやるべきことがあ
りません。仕方なく、まったく期待はしていなかったので

電子ビーム

RI標的
捕獲装置

イオン入射

ドリフトチェンバー

カロリーメーター

図2　SCRITによるRI・電子散乱装置の構成
イオン化したRIを入射し、RI標的捕獲装置で電場をか
けて電子ビーム軌道上に入れてためる。RIと衝突
して散乱した電子をドリフトチェンバーや
カロリーメーターで測定することで、
RIの陽子の分布を精密に測定する
ことができる。

分子

原子 原子核

電子

中性子

陽子

図1　原子と原子核
原子核の周りを電子が回る原子の大
きさは100億分の1m程度、陽子と
中性子で構成されている原子核の
大きさは100兆分の1m程度である。
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すが、入射するイオンのエネルギーを半分にしてみまし
た。すると、イオンが電子ビームの軌道上に入り、電子と
衝突したことを示す信号がモニターに現れたのです。一
瞬、“えっ”と驚きましたが、その瞬間“そうか！”と、成
功の原因が分かりました」
　入射エネルギーを下げることで、イオン入射軌道をつく
るためにかける電位勾

こう

配
ばい

と電子ビームによってつくられる
電位の関係が変わり、ちょうどイオンが電子ビーム軌道上
に入って蓄積することのできる状態になったのだ（図
3B）。「すぐに矢野さんにメールで報告しました。すると
こう返ってきました。“ブラボー！ 乾杯！”」（図4）
　若杉室長たちは、さらに実験を進めた。「その年の12月、
106個、わずか100万個のRIがあれば、RI・電子散乱実験
が実現できることが分かりました」
　こうして、SCRITによるRI・電子散乱装置の実機建設が
動きだした。「問題は予算の確保でした。ところが、そのと
きにタイミングよく、住友重機械工業㈱が閉鎖する電子蓄
積リング（AURORA-2S）を無償で譲ってくださることに
なりました。そして2008年夏にAURORA-2Sを解体し、理
研に移設しました。とはいっても、リングを組み立てる予
算もなかったのですが、その秋にリーマン・ショックが起
き、政府が経済対策として第二次補正予算を組みました。
その中で、組み立ての予算が付いたのです」

■■　RI・電子散乱実験のスタンダードをつくる
　2009年、電子蓄積リングの組み立てが完了し、リング
の性能を検証した。そしてRIを電子ビーム軌道上に蓄積す
るRI標的捕獲装置の設置は、2010年に完了（2ページの写
真）。現在、若杉室長たちはRI・電子散乱実験を実現する
ための予備実験や調整を進めている。
　一方、SCRITに必要な低速RIビームは、どのようにつく
り出すのか。「ガンマ線をウランに当てることでRIを生成し、
低速RIビームをつくり出します。その装置をこれから建設し、
2012年度中に世界初となるRI・電子散乱実験を実現するこ
とを目指しています」
　ドイツ重イオン研究所（GSI）では、MUSESと同様の
衝突型加速器によるRI・電子散乱実験を計画しているが、
まだ施設建設の予定が立っていない。当面、理研のSCRIT
は、RI・電子散乱実験が可能な世界で唯一の施設となる。
　「SCRITによるRI・電子散乱装置の建設コストやスペー
スは、衝突型加速器を用いる場合に比べて10分の1以下。
既存の電子蓄積リングを改造して利用することもできま
す。私たちは蓄積リングを譲り受けたので、建設コスト
は10億円以下で済みそうです。またSCRITは技術的にも
簡単です。私たちが実験に成功すれば、世界中でSCRITに
よるRI・電子散乱実験が始まるかもしれません。私たちの
使命は、SCRITによるRI・電子散乱実験が実現可能なこと

を世界に示し、スズ132（132Sn）を標準同位体として徹
底的な測定を行うことで、RIの電子散乱実験はこう行い、
データはこう解析するのだ、というスタンダードをつくる
ことです」
　ウランにガンマ線を当てる方法では、数百種類の低速RI
ビームをつくることができる。一方、2007年に本格稼働
を開始したRIBFでは、4000種類のRIをつくる予定だ。将
来、RIBFでつくった高速RIビームを減速してSCRITに導き、
RI・電子散乱実験を行うことも可能だ。さまざまな種類の
RIに対する電子散乱実験による陽子の分布（陽子の波動関
数）の直接測定に基づき、原子核全体を統一的に説明でき
る究極の原子核モデルが築かれていくことだろう。
　「SCRITの開発では、節目節目の絶妙なタイミングで幸
運が訪れました。矢野さんは私にこう言いました。“これ
は、歴史がやれと言っているのだ！”」 R

 （取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）

図3　電子ビーム軌道上にイオンを蓄積する方法
イオン入射エネルギーによって、イオンを入射するための電位勾配と電
子ビームによる電位の関係（合成電位構造）が変わる。入射エネルギー
が適切ならば、合成電位構造の中をイオンが運動し、電子ビーム軌道上
に蓄積する。

図4　	SCRIT実証実験の成功を祝う記念写真 
（2007年4月28日午前0:00）

入射エネルギーが高過
ぎると、イオンは引き
戻されて、電子ビーム
の軌道の芯に乗れない。

入射エネルギーが適切
ならば、合流点で電子
ビームの芯に乗ったま
ま動かなくなる。

入射エネルギーが低過
ぎると、電場のくぼみ
が深過ぎて陽イオンの
位置が定まらない。

（A） （B）

電子ビームの
軌道軸

合成電位構造

入射イオン

（C）

関連情報
● 2008年4月24日プレスリリース「不安定原子核の陽子分布を精密測
定する心臓部の開発に世界で初めて成功」
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システムバイオロジーからの挑戦
増殖か、分化か、死か――細胞の運命はいかに決まるのか。
生物の基本的な現象でありながら、そのシステムはまだ解明されていない。
理研免疫・アレルギー科学総合研究センターの岡田眞里子チームリーダーは、
実験と理論を融合させた“システムバイオロジー”によって、細胞の運命決定のシステムを
明らかにしようとしている。そして最近、細胞が分化を引き起こす分子ネットワークを明らかにし、
細胞にどのような情報が入ってきたときに分化するのか、数理モデルで入力から出力を
予測できるようにした。この成果は、コンピュータ上での薬剤候補の探索や効果測定など、
さまざまな応用が期待できる。今、注目を集めるシステムバイオロジーの最前線を紹介しよう。

細胞の運命は
いかに決まるのか

システムバイオロジーとは
生命現象をシステムとして理解しよ
うとする新しい分野。実験データを
数理的に解析し、分子ネットワーク
のモデルをつくり、コンピュータシ
ミュレーションを行う。
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■■　細胞の運命はいかに決まるのか
　「細胞の世界は、人の社会に似ています」と岡田眞里子
チームリーダー（TL）。「細胞の中には、酵素や成長因子
などのタンパク質、さらには核酸（DNAやRNA）など、
たくさんの種類の分子があります。分子にはそれぞれ好き
嫌いがあり、特定の分子とだけ結合したり、反応したりし
ます。しかし、相手の分子の形が少しでも変わると嫌いに
なったり、周りの状況によって好きになったりもします。
皆さんも、そうではありませんか」
　「細胞はどのように自分の運命を決めているのか――それ
を知りたいのです」と岡田TL。生物の個体を構成している
すべての細胞はどれも同じ塩基配列のDNA、つまり同じ遺
伝子のセットを持っている。しかし、細胞はそれぞれ場所
や時期、周囲の環境などによって、分化したり、増殖したり、
時には死んだりする。「細胞の運命を決めているのも、基本
的には分子同士の好き嫌いです」
　細胞の表面を覆う細胞膜には、たくさんの種類の受容体
が埋め込まれている。ある受容体に分子Aが結合すると、“分
子Aが結合した”という情報が細胞内に伝えられる。すると、
細胞内の分子Bが分子Cと反応し、Cが移動して分子Dと反応
し……と連鎖的に反応が起きて、情報は核内へ伝えられ、遺
伝子が発現する。細胞の運命は、こうして発現する遺伝子
の種類と量によって決められる。「これまでに細胞の運命決
定までの情報伝達に関わる分子が、たくさん見つかっていま
す。しかし、それらの分子がいつ、どこで、どのように働い
ているのかは、よく分かっていません。しかも、ほとんど同
じ分子が関わっているにもかかわらず、異なる運命へ導かれ
ることもあります。情報伝達に関わる分子がすべて重要な働
きをしているのではなく、細胞の運命を決定する主幹となる
分子群があるはずです。私は細胞の運命決定のシステムを、
すっきり納得できる説明で理解したいのです」

■■　システムバイオロジーとの出会い
　岡田TLは理研に来る前、米国カリフォルニア大学デイビ
ス校で細胞生物学の研究をしていた。「私のもともとの専

門は生化学で、大学院でも就職した企業でも酵素の研究を
していました。酵素はタンパク質の中でも特に好き嫌いが
はっきりしていて、特定の分子とだけ結合し、相手を変化
させます。別の分子がもう1個結合することで反応が加速
する酵素もあります。細胞の現象を理解するためには、そ
うした分子1個1個の反応の様子を知ることが不可欠です。
しかし、細胞生物学の研究ではそれが十分にできず、物足
りなさを感じていました」と岡田TLは振り返る。
　2000年に帰国した岡田TLは、理研ゲノム科学総合研究
センター（GSC、2008年3月発展的に解散）ゲノム情報科
学研究グループ遺伝子ネットワークモデル化研究チームの
研究員となった。「周りは情報科学の研究者ばかり。生物
の実験をやってきた私がここで何をすべきかと考えていた
とき、ボリスの論文を見つけたのです」
　ボリスとは、アイルランドのダブリン大学システムズバ
イオロジーアイルランドの副所長を務めるボリス・コロデン
コ博士である。岡田TLが読んだ論文は、コロデンコ博士が
1999年に発表した“Quantification of short-term signaling 
by the epidermal growth factor receptor（上皮成長因子
受容体による短期的な情報伝達の定量化）”である。「上皮成
長因子が受容体に結合すると、細胞は増殖します。ボリス
は、その情報伝達の過程で起きる分子同士の反応を、微分
方程式でつないだ数理モデルとして記述していました。受
容体へ分子が結合する情報を“入力”とし、遺伝子が発現す
る“出力”までをシステムとして理解し、入力から出力を予
測することを目指したものでした。理論だけでなく実験も取
り入れており、当時としてはとても斬新でした」

撮影：STUDIO CAC

岡田眞里子
免疫・アレルギー科学総合研究センター

細胞システムモデル化研究チーム
チームリーダー

実験と理論を融合したシステムバイオロジーで
細胞の運命決定システムを解明すること。

それが私に課せられた使命です。

おかだ・まりこ。1962年、千葉県生まれ。博士（農学）。東京農工大学
大学院修了。ノボノルディスクバイオインダストリー㈱研究員、グルー
プリーダー、米国カリフォルニア大学デイビス校訪問研究員を経て、
2000年、理研ゲノム科学総合研究センター研究員。2005年、同センター
情報伝達システムバイオロジー研究チームチームリーダー。2008年より
現職。主な研究テーマは情報伝達のシステムバイオロジー。



8 RIKEN NEWS February 2011

　生命科学の研究では最近、“システムバイオロジー”が注
目されている。個々の生命現象をシステムとして捉え、そ
の動作原理を理解しようというものだ。一般的な研究の流
れは、次のようになっている（図1）。①ターゲットとする
生命現象に関わる複数の遺伝子やタンパク質の相互作用の
関係を論文や実験データから抜き出し、分子ネットワーク
を構築する。②各遺伝子の発現量やタンパク質の濃度・分
布などを、実験によって時系列で定量的・網羅的に測定す
る。③その膨大なデータを数理的に解析し、分子ネット
ワークを数理モデル化する。④コンピュータによって条件
を変えてシミュレーションを行い、実験結果と照らし合わ
せながら生命現象の動作原理や制御システムを明らかにす
る。さらには、⑤入力情報と出力の関係を明らかにするこ
とで、入力によって細胞がどのような振る舞いをするかを
予測したり、希望する出力になるように入力をデザインし
たりして、創薬などに生かしていく。
　コロデンコ博士の研究は、システムバイオロジーの先駆け
といえる。「ボリスの論文を読み“これだ！”と思い、見よう
見まねで始めました。私にもできそうな気がしたのですが、
こんなに苦労することになるとは……（笑）」と岡田TL。

■■　細胞分化を引き起こすシステム
　岡田TLは、細胞の運命決定のシステムを実験と理論を
組み合わせたシステムバイオロジーで解明しようと研究を
進め、2008年に理研免疫・アレルギー科学総合研究セン
ター（RCAI）で細胞システムモデル化研究チームを立ち
上げた。そして2010年5月、成果の一つが米国の科学雑誌
『Cell』に掲載された。「MCF-7と呼ばれる乳がん細胞を使っ
て、分化を引き起こす分子ネットワークを数理モデルで明
らかにしたというもので、ボリスとの共同研究です」
　具体的には、細胞増殖を促す上皮成長因子と細胞分化を
促すヘレギュリンという分子を乳がん細胞に投与し、増殖
と分化にかかわるタンパク質の濃度や分布、ほかのタンパ
ク質との結合・乖

かい

離
り

の速さ、遺伝子の発現などについて、
数分から数十分ごとに計測。そのデータを解析して数理モ
デルをつくり、さまざまな条件でコンピュータシミュレー

ションを行い、計算結果と実験結果を比較検証した。そ
の結果、乳がん細胞が分化するときにだけ働く分子ネット
ワークが同定され、その制御システムも明らかになった。
　図2が、今回明らかになった乳がん細胞の分化を引き起
こす分子ネットワークである。ヘレギュリンが細胞膜の受
容体に結合すると、いくつもの分子を介してE

ア ー ク

RKという分
子へ情報が伝えられる。情報を受け取ったERKは核内へ移
動し、RSKを活性化させる。そして、ERKとRSKは転写因
子（特定のDNA配列に結合して遺伝子の発現を制御するタ
ンパク質）を活性化させ、これがfosという遺伝子を発現
させる。fos遺伝子は、細胞質へ運ばれてFOSタンパク質
がつくられる。このFOSタンパク質も転写因子で、活性化
されると核内へ移動して、分化を引き起こす遺伝子を発現
させる。
　分化を引き起こすシステムは、巧妙に制御されていた。
fos遺伝子は、転写因子を介して、ERKとRSKの両方から
情報が入ってきたときだけ発現する。このように二つの分
子から情報の入力があったときだけスイッチがオンになっ
て出力が生じる制御方法は“ANDゲート”と呼ばれる。細
胞の中にはさまざまなノイズがあるため、一つの入力でス
イッチがオンになってしまう場合、誤作動の可能性があ
る。二つから入力があって初めてオンになるANDゲート
は、ノイズによる誤作動をなくし、確実な出力をすること
ができる。
　「FOSタンパク質の活性化もANDゲートにより制御され
ています。fos遺伝子と細胞質にあるERKの二つからの入
力があったときだけ、FOSタンパク質が活性化するのです。
また、細胞質にあるERKからの入力は“フィードフォワー
ド”という制御方法であることが分かりました」（図2）。情
報伝達では多くの場合、ある分子からの情報はネットワー
クの直後に位置する分子にだけ伝えられる。一方、フィー
ドフォワードでは、直後の分子だけでなく、何段階か先の
分子にも情報が伝えられる。フィードフォワードは、AND
ゲートとともに制御工学で一般的に用いられる理論で、ノ
イズによる誤作動をなくし、また、常に変化する細胞の環
境に対応することができる。

図1　システムバイオロジー研究の流れ
①分子ネットワークの構築 ③数理モデル化②定量的実験解析 ④シミュレーション

⑤細胞の挙動予測
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　「細胞質から核内へ移動したERKの活性化は数分で終わ
るのに対し、細胞質のERKの活性化は持続することが以前
から知られていましたが、その役割は不明でした。今回、
それがフィードフォワードによる制御を担っていることが
明らかになりました」
　ERKの情報が核内に伝わってからFOSタンパク質がつく
られるまでには30分ほどかかる。細胞質のERKの活性化
が続いていれば、フィードフォワードとANDゲートの二重
の制御によりFOSタンパク質が活性化され、細胞が分化す
る。しかし、細胞の置かれた状況は30分の間にも刻々と変
わる。細胞質のERKの活性化が何かの理由で寸断されれば、
フィードフォワードによる情報が来ないため、ANDゲート
のスイッチは入らない。その結果、FOSタンパク質は活性
化されずに分解され、細胞は分化に進まない。
　「細胞分化を引き起こすシステムには、さまざまな制御
が何重にも埋め込まれていることが分かりました。それら
の厳密な制御により、分子の濃度変化といったアナログの
情報を、分化するか、分化しないか、というデジタル情報
に変換しているのです。この分子ネットワークモデルを見
て、よくできているな、美しい、と感じました」
　論文が発表されると、岡田TLのもとには、「とても素晴ら
しい」という賛辞のメールがたくさん届いた。高い評価を受
けたのには、いくつかの理由がある。「今回私たちが明らか
にした細胞分化のシステムは、実験に使った乳がん細胞だ
けでなく、ほかの種類の細胞にも共通する基本的なシステ
ムのようです。つまり、私たちのモデルを使えば、さまざま
な細胞の分化をコンピュータ上でシミュレーションすること
が可能になるということです。薬の候補となる分子を選んだ
り、その効果を予測したりすることもできます」と岡田TL。
　海外の製薬会社やベンチャー企業からの関心も高い。
「ANDゲートの入力の一方をなくすと出力が変わる、つま
り細胞は分化せず、増殖するようになる可能性があります。
細胞の分化や増殖を制御して、細胞を思い通りの種類に分
化させ、さらに増殖させることができれば、再生医療にも
貢献できるでしょう」
　岡田TLは、論文で発表した分子ネットワークモデルは誰
でも自由に使えるように提供している。「ほかの研究者が実
際に使って不具合を改良してくれれば、より優れたモデル
になります。それが、さらに多くの人に使われ、多くの成
果を生む。科学の進展のためにも、知識の共有は大切です」

■■　次のターゲットは免疫
　「システムバイオロジーは、響きはスマートですが、とて
も地道なものです」と岡田TL。「生物学と情報科学の両方
に同じように精通した人は、まずいません。私も数学が苦
手です。生物の研究者と情報の研究者が話をすると、最初
は何が分からないのかすら分かりません。それでも根気よ

く互いに話をすることが必要です」。システムバイオロジー
に必要なのは「しつこさ」だ、と岡田TL。「しつこいほど
議論し、しつこいほど実験をする。私は、しつこさには自
信がありますよ」
　これからやるべきことを尋ねると、「免疫」という答えが
返ってきた。「RCAIの谷口克

まさる

センター長から“免疫疾患をシ
ステムバイオロジーで理解できるようにしてほしい”と言わ
れています。それが私たちの長期的な視点に立った目標で
す。とても難しいことですが、私たちが乳がん細胞で用い
たアプローチは免疫細胞にも応用できると考えています。ま
た、システムバイオロジーの実験は培養細胞を使うことが
多いため、“培養細胞の実験から生物現象のシステムを語れ
るのか”という批判が多くあります。ぜひ、個体レベルでの
実験データを使って、私たちの理解をより現実に近づけた
いですね。まずは5年以内に何か示せればと思っています」
　そして、岡田TLは最後にこう語った。「私が細胞の運命
決定システムをすっきり理解したいと思っているように、
人というのは直感的に理解できるものを信じる傾向がある
ようです。実験や数理モデルなど、いろいろな方法を用い
ながらも、結局は“直感”という説明できないものを求めて
いる。それも矛盾に満ちていて、面白いなと思います」 R

 （取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）
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図2　乳がん細胞の分化を引き起こす分子ネットワーク
①ヘレギュリンが細胞膜の受容体に結合すると、いくつもの分子を介し
てERKが活性化される。②活性化したERKは核内へ移動し、RSKを活性
化させる。③ERKとRSKは転写因子を活性化させ、fos遺伝子を発現さ
せる。④fos遺伝子は細胞質へ運ばれてFOSタンパク質がつくられる。⑤
活性化されたFOSタンパク質は核内へ移動して、分化を引き起こす遺伝
子を発現させる。fos遺伝子の発現は、ANDゲートによって制御されてい
る。さらに、FOSタンパク質の活性化は、ANDゲートとフィードフォワー
ドによって二重に制御されている。

関連情報
● 2010年5月28日プレスリリース 
「細胞の測定データから細胞分化を引き起こす分子回路を同定」
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——	反水素原子、反物質について教えてください。
山崎：反水素原子は、マイナスの電荷を持つ“反陽子”と、プ
ラスの電荷を持つ“陽電子”からできています。反陽子や陽電
子は“反粒子”と呼ばれ、陽子や電子など私たちの身の回りに
ある粒子とは、質量や寿命は同じで電荷が反対だと考えられ
ています。反水素原子のように反粒子からなる物質が“反物質”
です。
　CPT対称性によると、ビッグバンによって同じ量の物質と
反物質ができたはずです。また、物質と反物質が出合うと対
消滅します。しかし、宇宙に反物質はほとんど見当たりませ
ん。私たちは消えた反物質の謎を実験で確かめたいのです。

●

——	どのように確かめるのですか。
山崎：反水素原子の性質を調べ、水素原子と比べることで確
かめようとしています。反水素原子の性質を高精度で観測す
るには、長時間観測しなければなりません。それには動きが
のろく極低温の反水素原子を大量に生成する必要があります。
　そのような反水素原子の性質を調べるには、（1）真空中の
小さな領域に多数閉じ込めてレーザー分光する、または（2）
ビームとして取り出してマイクロ波分光する、などが考えら
れます。

●

——	昨年11月に反水素原子の“閉じ込め”に成功と発表しました。
山崎：8ヶ国からなる国際共同グループによる成果です。欧州
合同素粒子原子核研究機構（C

セ ル ン

ERN）の反陽子減速器から供
給される反陽子を冷やしに冷やして極低温にし、それを陽電
子と結合させてつくった動きがのろい“よたよた反水素”を、
磁気瓶に約0.2秒間、38個閉じ込めることに成功しました。成
功のポイントは5年の歳月をかけて開発した磁気瓶。これは、
八重極磁場コイルとミラーコイルを組み合わせたもので、そ
の内部に円筒多重電極を置いて、必要な電場と磁場をつくり
出すことができるようになっています。この電場と磁場を調
整することで、反陽子と陽電子を瓶の中に捕らえ、そっと混
ぜ合わせて反水素原子をつくり、閉じ込めました。

●

——	12月にはビーム発生につながる反水素原子の“生成”に成
功と発表しました。

山崎：この実験でもCERNの装置を使っています。ポイントは、
独自に開発した“カスプトラップ法”（図）です。反水素の生成
法は磁気瓶のときと同じで、閉じ込めた反陽子と陽電子を混
ぜ合わせます。決定的な違いは、この方法だと、反水素ビー
ムを取り出せることです。今回の実験では、撃ち込んだ反陽
子の少なくとも7％が反水素原子に変換されていることが分か
りました。これは、東京大学、広島大学、東京理科大学など
日本勢を中心とする国際共同研究グループによる成果です。

●

——	今後の展開は。
山崎：図に示した通り、カスプトラップで生み出された極低
温の反水素原子を収束し、強度増強されたビームとして取り
出し、その性質を調べます。これまでは装置開発・技術開発
が主でしたが、間もなく反水素原子の精密分光、つまり反物
質の謎に迫る研究を開始します。2011年を、低エネルギー反
物質科学の幕開けにできればと準備を進めています。 R

理研基幹研究所 山崎原子物理研究室の山崎泰
やす

規
のり

 上席研究員らは昨年、反
物質の代表格である反水素原子を“磁気瓶に38個も閉じ込めることに成
功”、“7％以上の効率で生成することに成功”と相次いで成果発表し、新
聞紙上をにぎわせた。約137億年前のビッグバンから始まった宇宙――量
子論で重要なCPT対称性（荷電共役変換、空間反転、時間反転に関する
対称性）が成立していると、ビッグバンによって同じ量の“物質”と“反
物質”ができたはずである。「しかし、宇宙に反物質はほとんど見当たり
ません。消えた反物質の謎を説明する仮説の一つが“CPT対称性の破れ”
です。私たちは反水素原子の性質を精密に測定することで、CPT対称性
が破れているのか、破れていないのか、その実証に挑んでいます」と語
る山崎上席研究員に、今回の成果について聞いた。

反水素原子の「閉じ込め」と 
「生成」に成功
低エネルギー反物質科学の幕開け
2010年11月18日プレスリリース / 『Nature』オンライン版（11月17日）掲載
2010年12月6日プレスリリース /『Physical Review Letters』12月7日号掲載

SPOT NEWS

図　カスプトラップ法の概念図
今回の実験で使用したカスプトラップは、ソレノイドコイル2個と円筒多重電
極（水色）からできている。赤の楕円は生成した極低温の反水素原子を示す。
　生成した反水素原子は磁場により下流（右側）に引き出され、マイクロ波磁気
モーメント反転器と六重極磁気モーメント選別器を通すことで、エネルギーの
そろった反水素ビームにすることができる。
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　「子どものころは、夏はカブトムシを捕ったり、秋は落
おち

穂
ぼ

を焼いて食べたり、毎日暗くなるまで野山を駆け回っていま
した」と語る和田専任研究員は、岐阜市で生まれ育った。そ
のころの夢は？「小学校の卒業文集には“立派な社会人にな
る！”と書きました。まだまだです」。中学では陸上部に所属。
「棒高跳びをやっていました。棒高跳びを選んだのは、ダイ
ナミックで一瞬の躍動感にあふれた競技だから。県大会で優
勝したこともありますよ」。高校時代は「化学が好きでした。
AとBが反応してCに変わる。しかも、自分の手で反応を操作
できる。そういう化学の魅力に惹かれました」

◆

　その後、大学で化学の基礎を学んだ。「大学院では、生体
内で化学反応を触媒する“金属酵素”を理解するために、同じ
機能を発現する“金属錯体”を人工的につくる研究をしていた
のですが、無理だと言われ続けました」。しかし修士2年のと
き、金属酵素が生成するヒドロペルオキシドイオンの捕捉を、
金属錯体により世界で初めて成功。「信念を貫き、不可能と
言われたことを実現できれば、科学が進む。研究は面白い。
このとき研究者としてやっていこうと決心しました」
　ところが博士課程修了後、研究テーマを変えた。「金属錯
体についてはやり切ったという満足感があったので、タンパ
ク質を人工的につくる技術を一から学びました」。そして、
将来の戦略を練った。「唯一無二のことに取り組み、科学を
進める。それが研究者の使命です。タンパク質の研究者は多
い。そこで、タンパク質と同じくアミノ酸からできているペ
プチドに着目しました。ペプチドは小さく、役割を終えると
直ちに分解されるため、実態を捉えることは難しく、純粋に
研究している研究者はあまりいませんでした。化学と生物学
と工学の融合という私の独自性を活かし、ペプチドの未知な
る機能の創出に挑戦してみようと思い立ったわけです」

◆

　「これまでに、天然に存在する20種類のアミノ酸をランダ
ムにつなげ、1000億種類のペプチドライブラリーをつくり、
その中から目的のタンパク質とだけ結合するペプチドを探す 

“特殊リボソームディスプレー法”を開発しました」。現在は、

望みの細胞機能を誘導する人工ペプチドの探索にも挑戦中
だ。「アレルギーは過剰な免疫応答が原因であり、制御性T細
胞はそれを抑制的に制御しています。制御性T細胞への分化
を誘導するペプチドを見つけ、それを使って制御性T細胞を
安全に増やして研究に利用できれば、アレルギーの治療に貢
献できます。理研基幹研究所の小川健司 専任研究員と、新し
いペプチド探索法の開発に取り組んでいます（図）。近い将
来、ペプチドによって分化や細胞死など、さまざまな細胞機
能を誘導・抑制・調節することが可能となり、生命科学や創
薬に大きなインパクトを与えることでしょう」
　和田専任研究員は、最後にこう語った。「ペプチドを駆使
して生体内分子の機能を自在に制御する“ペプチド・バイオ
テクノロジー”が、今まさに生まれようとしています。ワク
ワクして仕方ありません」。今日一番の笑顔がはじけた。 R

 （取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

和田 章（わだ・あきら）
工学博士。1973年、岐阜県生まれ。岐阜県立岐阜北高等学校卒業。名古
屋工業大学工学部応用化学科卒業。同大学大学院工学研究科物質工学専
攻修了。日本学術振興会特別研究員、産業技術総合研究所特別研究員、
理研基幹研究所伊藤ナノ医工学研究室研究員を経て、2009年よりJST「ナ
ノシステムと機能創発」研究領域さきがけ研究員を兼任。2010年より現職。

膨大な種類のペプチドを人工的につくり、その中から新しい機能を持つ
ものを探し出し、創薬へつなげようとしている研究者がいる。理研基幹
研究所 ケミカルバイオロジー研究基盤施設 化合物ライブラリー評価研
究チームの和田章 専任研究員だ。ペプチドとはアミノ酸が数個から数十
個つながったもので、細胞内の情報伝達や生体の防御など、多様な働き
をしている。つまり、ペプチドをうまく設計すれば、疾患の原因となる
タンパク質と結合してその機能を阻害したり、がん細胞を細胞死に導い
たりすることも可能だ。錯

さく

体
たい

化学の研究で工学博士号を取得した後、生
物学を学んだという異色の経歴を持つ和田専任研究員。「楽しそうにプレ
ゼンテーションするね、とよく言われます。顔のデフォルト（初期設定）
が笑顔だからかな」。そんな和田専任研究員の素顔をのぞいてみよう。

ペプチド・バイオテクノロジーを
切り拓く研究者

F A C E

❷約1億種類の
　人工ペプチドを
　細胞内に導入

❹制御性T細胞に
　分化すると発光

❺分化を誘導した
　ペプチドを決定

❸発光酵素を組み込んだ
　未分化細胞

❶人工ペプチド
　ライブラリー構築

分化をつかさどる
タンパク質群

分化誘導

図　制御性T細胞へと分化誘導するペプチドの探索法

「制御性T細胞への分化誘導」に関する研究は、若手の意欲的な研究の奨励を目的とし、理研内
で横断的に実施している「研究奨励ファンド」に採択された課題によるものです。
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特 集

鉛蓄電池に残された最後の課題
——まず、古河電池の会社概要について教えてください。
星野：1914年の創業以来、新しいエネルギーの形を求めて、
高性能・高信頼の電池・電源を社会に供給し、情報通信、
交通システム、セキュリティー、環境システム、自動車を
はじめとする輸送機器など幅広い分野で活躍しています。
——現在の鉛蓄電池は、明治時代に日本で高性能化され、高
校の化学の教科書にも取り上げられたり、カー用品店などで
もおなじみですが、最近ではハイブリッドカーや電気自動車
用のリチウムイオン電池が注目されていますね。
星野：私たちも、リチウムイオン電池の開発を進めていま
す。昨年話題になった小惑星探査機「はやぶさ」に搭載さ
れたリチウムイオン電池も弊社の製品です。ただし、世界
的に見て、鉛蓄電池はこれからもますます利用されていく
はずです。新興国での自動車市場の急拡大に伴い、価格の
安い鉛蓄電池の需要が大幅に増えると予想されているから
です。そのような状況の中、鉛蓄電池のさらなるコストダ
ウンと性能向上が大きな課題となっています。鉛蓄電池の
技術は成熟していますが、極

きょく

板
ばん

（図1）に塗った活
かつ

物
ぶっ

質
しつ

の

利用率をどれだけ向上できるか、それが技術革新に残され
た最後の課題の一つです。
——活物質とはどのようなものですか。
上村：化学反応により電気をためたり取り出したりする物
質で、鉛や硫酸、そのほかの添加物を混ぜ合わせてペース
ト状にしたものです。極板をつくるにはまず、この活物質
を鉛製の格

こう

子
し

に塗り付けます。それを乾燥炉で乾かし、熟
成工程で酸化させて、極板を完成させます（図2）。その後、
正極と負極の極板をセパレーターで隔てて交互に束ねて希
硫酸を注ぐと蓄電池ができるのです（図3）。
星野：問題は、鉛蓄電池のある重要な特性に対して、塗り付
けた活物質のうち化学反応に利用されている割合が半分程
度にすぎない点です。極論すれば、残りの半分は無駄にな
っているのです。その利用率に大きな影響を与えている要因
の一つが、活物質の細

さい

孔
こう

容積です。この細孔容積の生成に、
乾燥直後の極板に含まれる水分の割合、含水率が大きく寄
与しています。含水率は、熟成工程で完成する活物質の結
晶構造に違いをもたらし、細孔容積に差が出てしまいます。
含水率を最適値に保ち、活物質の利用率を常に高く保てれ

図2　乾燥炉から出てきた極板

図1　正極板の格子
鉛製の格子に活物質を塗って乾かし、熟成させることで、極板
が完成する。

画像提供：古河電池㈱ 画像提供：古河電池㈱

図3　鉛蓄電池の構造

極板（格子＋活物質）

産学連携で鉛蓄電池の 
性能向上を図る
古河電池㈱と含水率計を開発

理研は古くから産学連携に力を入れており、その活動の一つに“技術指導”がある。
これは一般企業が抱える技術的課題に理研の研究者が知識や技術を提供したり、共同で課題解決に
取り組んだりするもので、有償ではあるが理研の研究ポテンシャルを社会に役立てる重要な活動だ。
今回、理研基幹研究所	超分子科学研究室の丑

うし

田
だ

公
きみ

規
のり

	専任研究員は、
古河電池㈱（以下、古河電池）に技術指導を行い、新しい含

がん

水
すい

率
りつ

計を開発。
その含水率計を導入することにより、鉛

なまり

蓄電池の性能と組み立て効率が飛躍的に向上すると期待されている。
理研における産学連携の取り組みについて、古河電池	生産技術統括部の星野耕一	部長、
上村智信	担当グループ長、丑田専任研究員に聞いた。
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ば、塗り付ける活物質の量を減らすことができ、コストダ
ウンと軽量化につながります。有害物質とされる鉛は完全
にリサイクルされていますから、その分のコストも減らし
た“環境に優しい鉛蓄電池”ができます。また、含水率が適
正でないと極板が軟らかくなり、その後の組み立て工程で
不具合が出ます。含水率は、鉛畜電池の性能を高め、工程
内での不良率を下げる、とても重要なポイントなのです。
——どのようにして含水率を最適値に調整するのですか。
星野：乾燥炉の温度調整で含水率を制御しています。しか
し、一日のうちでも気温や湿度は変化し、製品も数回切り
替わります。それに合わせてこまめに乾燥温度を変えてい
るのですが、その調整は難しく、どうしても含水率にばら
つきが出てしまいます。極板の含水率をリアルタイムに測
定し、その数値をもとに乾燥温度を自動調節するシステム
をつくることができれば、含水率を常に最適値に近づける
ことができます。しかし従来の測定法は、精度は高いので
すが測定に時間がかかります。もちろん、測定の間も生産
は続いてしまいます。
——なぜ、測定に時間がかかってしまうのですか。
上村：従来法では、乾燥炉から出てきた極板を抜き取り、
水分を完全に蒸発させ、蒸発前と後の質量差から水分量を
求める方法なので、どうしても7～8分かかってしまうの
です。
星野：そこで、リアルタイムで測定できる含水率計を開発
したいと何度か自分たちで新しいシステムをつくって試し
てみましたが、思うようにいきません。指導を受けている
トヨタ生産方式の先生に相談したところ、「理研に相談し
てみたらどうか」とアドバイスをいただきました。そこで、
理研の泉名英樹 実用化コーディネーターを訪ねました。

新しいアイデアの含水率計を開発
——そして、丑田専任研究員に白羽の矢が立ったのですね。
丑田専任研究員はクラゲに含まれるムチンという生体分子の
研究で知られ、今回の分野は専門外のように思えますが、な
ぜ含水率計の開発を引き受けることにしたのですか。
丑田：最近は高分子や生体分子を研究対象にしていますが、
私の専門はもともと分光測定を用いた分子科学です。分子
の性質を調べるために、分光装置を何台もつくってきまし
た。泉名さんから含水率計の話を聞いたとき、近赤外分光
を使えば簡単に測定できるはずだと思いました。でもそれ
は大きな間違いで、長い道のりの始まりでした……（笑）。
——分光により含水率を測る原理を教えてください。
丑田：水を含んだ物質に光を当てると、1940nm（1nm＝10

億分の1m）という近赤外領域の波長の光が水によって吸収
されます。活物質は水分を含んだペースト状の物質なので、
反射光を分光してその波長の反射量を測定すれば、含水量
が分かるという仕組みです。2007年夏、私はまず、研究室

で何回かの検証実験を経て市販のマルチチャンネル分光器
を福島県いわき市にある古河電池の工場に持ち込み、測定
してみました。ところが、うまく測定できないのです。
——うまくいかなかった原因は何ですか。
丑田：乾燥炉から出てきた極板が発熱していたり、表面の
一部に水蒸気が浮いていたりと、生産現場で思いがけない
現象に遭遇したからです。
上村：そこで現場の私たちは、測定条件を整えようといろ
いろ努力しました。トライ＆エラーの連続でしたね。
丑田：約半年後にようやく、分光で含水率を測定できるめ
どが立ちました。そして、水の吸収波長である1940nmと、
吸収されない波長の二つだけを測定することで測定時間を
短くし、1秒間に1000回程度測定して積算できるようにす
る、という新方式で、含水率計を新たに理研側で自作する
ことにしたのです。実は、そこからがいばらの道でした。
——苦労されたポイントはどこですか。
丑田：センサー感度の問題です。含水率計の半導体センサ
ーに流れる電気信号がとても微弱なので、ノイズに弱く、
手製の増幅回路を10回以上つくり直しました。理研の実
験室ではうまく測定できても、工場に持ち込んだらうまく
動かないことが何度もありました。不足部品を調達しに、
いわき事業所と秋葉原間を夕方に往復したこともありまし
たね。
　新しい含水率計として、現場の過酷な設置環境に長期
間、置いてもらえるレベルに完成したのは、2009年12月で
す。半年や四半期で計画を見直す民間企業にとって、それ
は致命的な遅れであることは理解していたのですが……。
星野：私たちは、社内のさまざまな会議で開発状況を聞か
れていました。それだけ、社内で大きな期待を掛けられて
いるプロジェクトだったのです。開発の途中で「市販の別
の分光装置を試したらどうか」という意見も出ました。し
かし私は、「先発ピッチャーが9回まで投げ続けてきたの

含水率計の開発に携わった古河電池の社員の方々と、丑田専任研究員。前列右
から、星野部長、上村担当グループ長、丑田専任研究員。

産学連携で鉛蓄電池の 
性能向上を図る
古河電池㈱と含水率計を開発
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に、ここでリリーフを出すと言われるのですか。完投させ
ることで、開発に携わる社員の自信にもなるし、技術も身
に付きます。市販品を買うのはいつでもできます」と反対
しました。実際にライバル会社が市販の装置を導入したと
いううわさを耳にしましたが、うまくいっているという話
はあまり聞こえてきません。自社で苦労して開発を進める
ことで、みんなが技術の本質をよく理解するようになり、
ノウハウも蓄積されていきました。周辺技術を含めて技術
を十分に理解して導入するのと、そうでない場合では、結
果がおのずと違ってきます。

技術指導という取り組みに必要なこと
上村：私たちは現在、現場が使いやすいように、その含水
率計に測定値を表示するタッチパネルを取り付け、生産ラ
インの一つに導入してテスト中です（図4）。そして、リア
ルタイムで測定した含水率をもとに、乾燥温度を調節する
フィードバックシステムの開発を進めているところです。
　最近、こんな出来事がありました。従来の抜き取り方式
では適正値を示すのに、新しい含水率計では適正値を超え
た高い数値を示すのです。そのうち、後工程でトラブルが
発生したため、新旧装置の機能をチェックしたところ既存
の水分計の精度自体に調整不良が見つかりました。新シス
テムが旧システムの不具合を教えてくれたのです。
星野：従来の技術を再検証するよい機会にもなりましたね。
——この技術をどのように発展させていく予定ですか。
星野：いわき事業所では、原料から充電までの一貫生産を
行っていますが、フィードバックシステムを早く完成させ、
まずすべての生産ラインへの導入、次に国内外のすべての
工場への導入が当面の目標です。将来的には格子に塗り付
ける前の、ペースト状の活物質の含水率をリアルタイム測
定で調整することを目指しています。実現すれば、含水率
のばらつきは限りなく小さくなるでしょう。
——今回の開発が成功した要因は何ですか。
丑田：実験室と大量生産の現場では、環境や求められる事
柄が異なります。基礎科学の研究者の私と、古河電池の生
産現場の方々との間で、意識や考え方に距離を感じたこと

も事実です。ですから技術指導といっても、“何かを教え
る＝上から目線”では、開発はうまく進みません。
星野：現場の私たちも“研究者にすべてお任せ”という姿勢
では駄目ですね。原理的な部分は研究者の方にお願いする
けれど、現場の問題は自分たちで解決する、というスタン
スでなければうまくいきません。一方、今回は丑田先生に
は現場にかなり踏み込んでいただき、“何でも答えてくれる
人間コンピュータ”として、分からないことに対してヒント
や知恵、洞察力を授けていただきました。
丑田：基礎科学の研究者は、日々の研究で豊富な知識や経
験、周辺技術を知らぬ間に身に付け、卓越した問題解決能
力を持っているはずですが、教科書的な原理さえ満たせば
いい、という態度で、地道な実践を忘れがちです。議論を
繰り返しながら現場の技術者と互いに歩み寄り距離を縮め
ていく協力体制が、技術指導には必要不可欠だと思います。
　約20年前に私が理研に入所したとき、旧理化学研究所
法に基づいて、先輩から「理研で働く研究者の使命は研究
と普及だ」と教わりました。普及には論文を書いたり特許
を取得したりすることだけでなく、今回のような産業界へ
の貢献も含まれるのでしょう。
　工場では今日も、開発した含水率計を通った極板が組み
立てられ、製品が出荷されています。工場に伺って、自分
の技術が社会に役立てられている現場を目の当たりにする
たびに、研究者としての喜びが湧いてきます。生産効率の
向上は、民間会社にとって最も重要なファクターで、社員の
皆さんの生活にも影響します。安価で高性能の製品ができ
れば、社会全体の利益にもなります。理研には優れた技術
や知識を持った研究者がたくさんいるので、さまざまな分
野で産学の共同作業が展開していくとよいと思います。 R

 （取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト、撮影：STUDIO CAC）

乾燥炉から出てきた極板に光ファイバーで
光を当て、その反射光を捉える。

反射光を処理して含水量を演算する。 測定値や含水率を表示するタッチパネル。

図4　生産ラインに導入された含水率計

● 共同研究・受託研究・技術指導に関する問い合わせ先
　社会知創成事業 連携推進部 知財創出・活用課
　TEL：048-467-9762　FAX：048-467-9962
　E-Mail：jitsuyou@riken.jp
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2011年1月1日、田中正朗氏が理事に就任しました。当研究所
の発展に尽力された土肥義治氏は2010年12月31日をもって
退任しました。

新理事に田中正朗氏

田中正朗（たなか まさあき）
大阪府生まれ。1981年3月、大阪市立大
学理学部生物学科卒業。1981年4月、科
学技術庁入庁。文部科学省大臣官房参事
官、同省大臣官房審議官（研究開発局担
当）などを歴任し、2009年7月より、理
化学研究所神戸研究所副所長。

　理研と㈶高輝度光科学研究センター（JASRI）は、兵庫県
姫路市と共催で、表題の講座を下記の通り開催します。この
講座では、播磨科学公園都市の大型放射光施設「SPring-8」
に隣接して建設中の「X線自由電子レーザー（XFEL）」施設や
その用途を一般の方々に紹介します。
　講演では、世界中の放射光施設で強力な光を発生させるた
めに使用されている「真空封止アンジュレータ」を開発した理
研・JASRIのXFEL計画合同推進本部の北村英男グループディ
レクターが、身近なX線技術から世界最先端の研究現場までを
分かりやすく解説するほか、（独）宇宙航空研究開発機構の川
口淳一郎 教授が、小惑星イトカワからサ
ンプルを持ち帰った小惑星探査機「はや
ぶさ」の軌跡について紹介します。皆さ
まのご来場、お待ちしています。

市民公開講座「姫路発 ～はるか宇宙と
電子や原子の旅～」、参加者募集中！

新研究室主宰者の紹介

新しく就任した研究室主宰者を紹介します。
①生年月日、②出生地、③最終学歴、④主な職歴、⑤研究テーマ、⑥信条、⑦趣味

①1952年5月7日　②熊本県　③フランス・
ストラスブール大学理学部博士課程　④三
菱化学㈱　⑤生体系を律する原理の解明を
目指した計算科学・量子化学　⑥一隅を照
らす　⑦ルイ・ド・ブロイ、古武術、ハタ
ヨガ、アルザス史、今昔物語、赤ぶどう酒

社会知創成事業	
イノベーション推進センター
中村特別研究室　特別招聘研究員
中村振一郎（なかむら しんいちろう）

①1959年1月26日　②東京都　③慶應義塾
大学医学部、医学博士（慶應義塾大学大学
院）　④米国Johns Hopkins大学、筑波大
学、大阪大学、慶應義塾大学　⑤霊長類遺
伝子改変技術を用いた脳科学、中枢神経系
の発生と再生　⑥人の輪を重んじて、前人未踏の領域を切り開きたい　
⑦読書、散歩、バレーボール

脳科学総合研究センター
理研―慶大連携研究チーム
チームリーダー
岡野栄之（おかの ひでゆき）

①1974年12月6日　②熊本県　③大阪大学
大学院医学系研究科博士課程　④東京大学
⑤ライブイメージングを用いた組織形成ダ
イナミクスの解明　⑥一期一会　⑦テニス

発生・再生科学総合研究センター
組織形成ダイナミクス研究チーム
チームリーダー
倉永英里奈（くらなが えりな）

「理研RSC－リガク連携センター」を開設

　理研と㈱リガク（以下、リガク）は2010年12月10日、理研
放射光科学総合研究センター（RSC）内に「理研RSC－リガ
ク連携センター」を開設しました。
　理研は播磨研究所に大型放射光施設「SPring-8」を擁し、
放射光を利用した物質やタンパク質の立体構造解析に関する
研究成果を多数輩出してきました。また、SPring-8に隣接し
た場所に、世界の高エネルギー光科学を牽

けん

引
いん

する「X線自由電
子レーザー（XFEL）」施設の整備も進めています。一方、リ
ガクは実験室レベルのX線発生・分析装置を開発している国内
有数の分析装置メーカーです。
　これまでRSCとリガクは、ハイスループットタンパク質結晶
構造解析装置などを共同開発してきました。より強固な関係を
築く本連携センターでは、実験室、放射光施設、XFEL施設で
利用可能なX線発生・利用技術と計測機器の開発を行い、より
良い研究環境の提供を目指します。
　連携センターには、3チームを設置、開設期間は5年です。また、
RSCはリガクから研究者・技術者を4名受け入れる予定です。

日時：	  2011年3月26日（土）13：30～16：00
場所：	  姫路市文化センター 小ホール 

兵庫県姫路市西延末426-1
対象：	 	高校生や大学生など、一般の方
参加費：	 	無料　※要事前申し込み（締め切り：3月23日17:00）
定員：  450名（先着順）
問い合わせ：		㈶高輝度光科学研究センター 市民公開講座事務局 

TEL：0791-58-0987 ／ FAX：0791-58-0988 
E-mail：sp8ws1@spring8.or.jp

※プログラム、申し込み方法などの詳細は「スプリング8 市民公開講座」と
検索し、専用ホームページをご覧ください。
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問い合わせ先：理研 外部資金室 寄附金担当
TEL：048-462-4955　E-mail：kifu-info@riken.jp
http://www.riken.jp/

2006年4月、私は北海道大学から理研脳科学総合研究
センター（BSI）に研究の場を移しました。BSIではヒ

トの推論や意志決定など、脳の高次認知機能の神経基盤を
「fMRI（機能的磁気共鳴画像法）」を使って非侵襲的に調べ
ています。現在、優秀なスタッフと優れた計測装置に恵ま
れた環境で研究しています。研究の合間には大学から始め
たテニスを続けており、理研テニス部に所属して代表選手
として埼玉県の実業団テニス大会に出場しています。そし
て、理研テニス部はこの大会の2010年度春季、6部トーナ
メントで念願だった初優勝を果たし、入れ替え戦にも勝利
し5部リーグに昇格しました。

埼玉県の実業団テニス大会は毎年、春と秋の2回開催
されています。6部まであり、1～5部は6チームのリー

グ（総当たり）戦。それに対して、6部は約60チームのトー
ナメント（勝ち抜き）戦です。3セットマッチのシングル
ス3試合とダブルス2試合を戦い、3勝したチームが勝ち上
がる団体戦のため、1日に1回しか対戦が組めません。また、
試合は週末に行われるため、勝ち上がっていくと春季の場
合、5～8月の週末をほぼすべて大会に使うことになります。
理研テニス部は、学会などで出張する選手が多く、ベスト
メンバーで試合に臨めないこともしばしばあります。その
ため、私たちだけでなく先輩方もこれまで、長期にわたる
トーナメントの壁を乗り越えることができませんでした。

このトーナメントで優勝するには、6チームを相手に
連続して勝ち続ける必要があります。勝負は試合前

の“どちらが所有するコートで試合するか”から始まりま
す。長時間の移動は試合時のフットワークに影響するから
です。また、昨年の夏は例年以上の猛暑だったこともあり、
体力的に非常にタフなゲームが何試合も続きました。例え
ば、試合が長引き緊張の中で5時間もプレーし続けたり、
ヨーロッパでの学会から戻った次の日に試合に出たり
……。このような状況であったにもかかわらず、私はシン
グルスで満足のいく結果を残すことができました。これも
ひとえに多くの方に応援していただいたおかげです。優勝

の要因は、その応援の中で選手全員が「理研の代表」とい
う自負を持ってプレーしたこと、幸運にもすべての試合に
ベストメンバーで臨むことができたこと、この二つが大き
かったと思います。

そして2010年度秋季、5部に昇格した理研テニス部は
6チームのリーグ戦を戦い3位に入り、5部残留が決

まりました。ここで2位以上になると4部との入れ替え戦に
進出できるので、今年も上を目指して研究の合間に精進し
ていきます。

実業団テニス大会への出場に当たっては、理研テニス
部の皆さんから多くの支援を頂いています。理研テ

ニス部は通常、昼休みと土日に練習し、テニスコートの整
備をします。5～6月にかけては、毎週水曜日の勤務時間終
了後に「テニスの夕べ」と題して、部員以外の方を対象に
した初心者講習と交流会を開催。ほかにも和光市市民大会
への参加、OB会や外部コーチを招いてのイベント開催な
ど、活発に活動しています。また、所内の方だけでなく、
連携機関や地域企業などのテニス部とも交流を深めてお
り、このような交流から新たな研究の芽が生まれてこない
かな、と考えています。 R

理研テニス部、 
埼玉県実業団テニス 
6部リーグ優勝、そして昇格！
小川昭利  OGAWA Akitoshi

脳科学総合研究センター 象徴概念発達研究チーム 研究員

トーナメントに参加した
メンバー。著者は右から
2番目。

練習中の筆者。

（一部クレジットカード決済が可能です）


