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響き合う科学と芸術が
未来を拓く
宮田亮平 東京藝術大学 学長

野依良治 理化学研究所 理事長

科学と芸術の役割

新しい発想が生まれるはずです。具体的な取り組みの一つと

司会：本日は、日本を代表する金工作家である東京藝術大学

して、
「理研文化の日」を定め、各界の第一線で活躍されてい

（藝大）の宮田亮平学長をお迎えし、科学と芸術について野依

る文化人の方々を毎年お招きしてご指導いただいています。

良治理事長と大いに語り合っていただきたいと思います。野

司会：宮田学長は文化の重要な要素である芸術や科学の役割

依理事長は2003年の着任時に、理化学研究所（理研）の経営

についてどのようにお考えですか。

方針の一つとして、
「文化に貢献する理研」を掲げました。ま

宮田：人に何かを面白い、素晴らしいと思わせるきっかけをつ

ず、その理由からお聞かせください。

くることが芸術の大切な役割です。例えば、仕事の帰り道に

野依：わが国は科学技術創造立国を標 榜していますが、目指

金木犀の香りがしてふと立ち止まり、
「秋が来たんだ。小さな

すべき国の姿を明示していません。また、多くの科学者が国

花が精いっぱい秋の訪れを教えてくれている」と感じる。芸

の姿に無関心であることも、とても残念に思います。国の衰退

術はそのような感性を養ってくれます。そして、人はそれを感

は、政治や経済の低迷だけでなく、文化の衰退によってもも

じ取ることのできる自分に喜びを感じます。すべての人に科学

たらされます。しっかりとした文化を培うことが、国や社会を

性や芸術性は宿っています。それを高めていくことで、成長

強靱にし、破滅を回避して存続を確かなものとします。

した自分を褒めるきっかけをつくる。それも科学や芸術の大

ひょう ぼう

きょう じん

科学は、文化の重要な要素の一つです。従って、理研自身

きん もく せい

切な役割です。

の文化度の向上がさらに素晴らしい科学を生み、そして理研

野依：魂がこもった芸術、そして科学こそが人々の精神を高揚

の活動が日本文化の向上に貢献することを期待し、経営方針

させ、新しいものを創造し、人に感動を与えます。それが人々

の一つに「文化に貢献する理研」を掲げたのです。

に力を与え、人生を躍動的にします。もっと多くの人たちに芸

競争や評価が導入された現代社会では、精神的な緊張や抑
圧が増大していますが、文化度の向上により精神が解放され

術や科学を身近に感じてもらいたいですね。
宮田：私が学長に就任したときにまず主張したのが、まさに

「芸術は身近なものである」ということです。
「世に “ときめき”
を」と訴え、藝大の先生には、積極的に街へ出て、社会に美
しさを求める活動をしてもらっています。
野依：宮田先生が学長になられてから藝大は変わりましたね。

社会的な存在感が広くなった。
宮田：広くなった、という言葉はとてもうれしいですね。街へ

出ると、多くの人たちの視線を浴び、称賛と同時に批判をい
ただくこともあるでしょう。それに応えるための不断の努力が
必要です。また、街では芸術の世界だけに通じる「方言」を
使っていたら駄目。共通言語をつくっていく必要があり、それ
が芸術家の生きる力につながります。
司会：昨年、第4期科学技術基本計画（平成23〜27年度）が

策定されました。この中で科学の役割はどのようにうたわれて
いるのでしょうか。
野依：第3期（平成18〜22年度）の「科学（Science）
」と「技

宮田亮平
東京藝術大学 学長
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藝術大学美術部長、副学長・理事を経て、2005
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術（Technology）
」のSTに加え、社会的あるいは経済的な新
しい価値をつくる「イノベーション（Innovation）
」の推進。
さらに昨年3月11日に発生した東日本大震災からの「復興

（Reconstruction）
」
「改革（Reform）
」を加えた「STIR」が

しています。音楽でいえば、作曲家が作曲して楽譜を書き、

掲げられました。英単語の「stir」には「かきまぜる」
「奮起

それを優れた演奏家が表現することにより人々に感動を与え

させる」という意味があります。
「R」の達成には人材の育成

ています。一方、科学の世界では表現者が育っていません。

と確保が重要です。

作曲して楽譜を書くまでにとどまり、残念ながらそれを表現し

宮田：明日を考えるとき、基盤となるのは歴史です。東日本大

て多くの人々に伝えることができていません。

震災から10ヶ月たちます。今重要なのは、傷ついた文化を救

もう一つ、芸術は一個人の力で美を創造して直ちに人々に

う仕事です。藝大では文化庁と一緒に積極的にその仕事に取

伝えることができますが、科学では一個人でできることは限ら

り組んでいます。文化財などを修復する過程で、過去の良い

れているという違いがあります。ダーウィンが『種の起源』を

ものに触れ、その素晴らしさを再認識することで、新しい未

発表してから150年以上たちますが、その間、さまざまな生物

来を描くこともできます。大変な惨事でしたが、東北を原点

学者たちが営々と研究を続け、生物進化という大きな物語を

に日本の未来を拓いていくことができると信じています。それ

紡いできました。科学者個人にできることは一つの文字や単

には今、文化を救う、心を救う仕事が重要であることを、こ

語、文節、文をつくることであり、大きな物語を一人で書き

の新春に声を大にして訴えたいと思います。

上げることはできません。しかし、人類社会にとって本質的に
重要な科学を、大きな物語として人々に伝えていく必要があ

違いある者が出会い響き合う

ります。ぜひ芸術家の方々にご指導いただきたい。

司会：科学と芸術にはどのような共通点がありますか。

宮田：芸術家も表現者の部分はごく一部です。私の作品ではイ

野依：科学の基本は未知なるものを探求して真理を解明するこ

ルカが軽やかに跳んでいますが、制作現場では火花が飛ぶ中、

と。もう一つは、知識を生かして新しい技術を創造することで

汗だくになったりと、まったく軽やかでない。しかし、そのよ

す。それには芸術と同じように感性が必要です。科学に国境

うな地道な日々の中で芸術を学んできたベースがあるからこ

はありませんが、科学者には着想が重要であり、特徴ある着

そ、表現者としてものが言えます。

想を生み出す感性は文化的背景が源になっています。私の化

野依：芸術家は生まれながらに表現者としての才能も持ってい

学研究の成果も、日本人であるからこそ、成し遂げることが

るのですか。

できたと思っています。

宮田：若いときから芸術を勉強してベースをつくるからこそ、

やなぎ

むね よし

日本には柳 宗 悦（1889年〜1961年。民藝運動の創始者、
宗教哲学者）の「用の美」
、ドイツにはバウハウスの「機能美」

応用が利くのだと思います。藝大の卒業・修了生で企業に就
職する人は10％程度。残りの90％は独立して活動しています。

という言葉があります。機能するものは美しいという考え方で
す。私は化学者ですが、化学が扱う分子は構造と機能が直結
しており、これらの言葉にとても共感を覚えます。高い機能を
持つ分子の構造は美しいのです。また、車やカメラなどの機
能や技術は科学者や技術者によってつくられますが、製品が
社会に広く受け入れられるにはデザインが重要です。昨年、
米国アップル社の会長だったスティーブ・ジョブズ氏が亡く
なりましたが、MacintoshからiPadに至る彼の一連の業績を
見れば、科学技術と芸術の強いつながりは明白です。
宮田：私は、違いのある者同士が出会ったときに、新しいもの

が生まれると思っています。両者が共鳴し「音」を奏でるとき、
「響」という漢字になります。科学者と芸術家という異質な者
が出会い響き合うとき、新しいもの、楽しさが生まれます。響
き合うには、互いの違いを感じ取り、その違いの素晴らしさに
感動する感性が必要です。
司会：科学と芸術の違いは何でしょうか。
野依：芸術の場合、作品をつくる人自身が、同時に作品の優れ

た表現者である場合が多い、もしくは卓越した表現者が存在

野依良治

理化学研究所 理事長

1938年 生 ま れ。京 都 大 学 卒。工 学 博 士。ハ ー
バード大学博士研究員、名古屋大学教授を経て、
2003年より現職。2001年ノーベル化学賞受賞。
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では、そのような関係を築いていきたいと思います。
野依：科学では座標軸をよく使いますが、自分の位置は他との

相対的な位置関係でしか定まりません。自らの位置をはっき
りさせることが大切ですね。
宮田：絵画を描く際には中心軸が大切です。軸がきちんと定

まっていないと、きれいな要素をいくらたくさん描き込んでも
ご ばん

美は生まれません。私は「画面を構成するときに碁盤を考え
てごらん」と学生たちへアドバイスします。碁盤には「星」と
呼ばれる点が9個あります。その星の位置から描き始めると美
が生まれます。また、囲碁の達人が打った対局を見ると、白
と黒の石の配置が実に美しい。勝負の世界にも美が成り立つ
のです。
作品制作から営業まで、すべてを自分で行うのです。また芸
術以外の分野に進んで成功している人も多い。科学や芸術の
ベースをきちんとつくっておけば、科学者や芸術家にならなく

芸術性と科学性を育む

ても成功するはずです。優秀な経営者になることもできるで

野依：私は、日本社会において科学と芸術が乖離していること

しょう。そして科学や芸術も語ることができる幅広い見識を持

を大変心配しています。科学と芸術では考え方、価値観が違

つ経営者だからこそ、しっかりとした目で人材を登用し、さら

うかもしれませんが、それぞれの違いを確認しながら、対話

に発展していく。スティーブ・ジョブズ氏も優れた人材を見い

を通じて次元を大きく拡張し、普遍的価値を創造していかな

だす目を持っていたはずです。その彼のベースは科学技術。

ければなりません。

そしてデザインや芸術性も同時に内在した素晴らしい響きを

宮田：藝大では積極的に社会へ進出する活動の一環として、

持つ人だったのでしょう。

地元の台東区・墨田区と連携して「GTS（藝大・台東・墨田）

かい り

観光アートプロジェクト」を進めています。その事業で、子ど

藝大と理研の連携

もたちに建設中のスカイツリーを描いてもらいました。子ども

司会： 2009年、藝大と理研は連携協力に関する基本協定を締

たちは絵が大好きで、科学的な観察眼や好奇心を持っていま

※

結しました 。その後、理研の研究に藝大の先生が共同研究者

す。すべての子どもたちは科学者であり芸術家である、とあ

として参加したり、藝大の学生が理研の研修生となって作品

らためて実感しました。ところが現在の教育制度は子どもたち

を制作したり、さらには合同シンポジウムを開催するなどさま

の科学性や芸術性の芽をつぶしています。

ざまな活動を行っています。この基本協定で目指しているも

野依：その通りです。子どものころに皆が共通して持っていた

のは何ですか。

科学性と芸術性が大人へ成長する過程でいつの間にか乖離し、

野依：科学と芸術というまったく異なるとされる分野が互いの

科学者と芸術家が互いに遠い存在になってしまう。現代社会

違いを知ることで、心や意識を含む森羅万象にこれまでにな

の価値観に大きな問題があります。

い見方で迫り、それぞれの表現を深めることを目指していま

宮田：子どもたちの科学性や芸術性を育むには、○×式の答え

す。歴史を振り返れば、それを実践してきた先 達 がいます。

を暗記する能力以外の面を、もっと褒めてあげる必要があり

理研に在籍された湯川秀樹先生、朝永振一郎先生は、共にノー

ます。特に小学校から中学校にかけての教育が大切です。教

ベル物理学賞の受賞者ですが、素晴らしいエッセイなどを残

員の方々には、広い視野を持ち、子どもたちのさまざまな面

された文理両道の達人でした。寺田寅彦先生も偉大な物理学

をもっと褒めていただきたい。社会に出ても多くの分野では、

者であるとともに文筆家でした。広い視野を持つ創造性豊か

○×で評価されてしまうことが多いですね。しかし芸術の世

な先達が、近代日本の背骨を築いたのです。現代の科学者に

界には○×がない。とても素敵な世界です。

せん だつ

も、広い視野を持って新しい日本をつくる気概が必要です。
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野依：真善美とは何かを考えさせられるお話ですね。

また、大学も入試において学生をきちんと見極めなければ

宮田：科学や芸術がどれだけ素晴らしく、楽しいものである

いけません。私は二浪して藝大に入ったのですが、一浪のと

か。それを確かめるために、科学が芸術の立脚点を、芸術が

き絶対に合格する自信がありました。画塾でかなりうまい方

科学の立脚点を示す関係であってほしい。理研と藝大の連携

だったからです。しかし、それは大きな誤解だった。うまい絵
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を描くテクニックなど要らないのです。どれだけ自分が素直に
なり、美しさを吸収しようとしているかが大切。そのような絵
を描けたときに、藝大は入学させてくれたのです。
野依：科学においても最前線になると○×がありません。歴史

が検証します。科学では、独創性が最も評価されます。独創
性とは「独り創造性があること」です。当然、最初の時点で
は少数派です。ところが日本ではさまざまな事柄を多数決で
いえど

決めてしまう。少数派であることを誇りにする「千万人と雖も
われ ゆ

吾往かん」という気概が若者には必要です。そして日本社会
に、そのような若者を励ます文化を培う必要があります。文
化とは伝統と革新が宿る心のよりどころです。その文化の飛
躍には、伝統を受け継ぐ正統と呼ばれる存在だけでは駄目で、

ばん じゃく

異端あるいは前衛の存在も不可欠なのです。

い価値を積み上げていくことで盤石な柱となります。理研と

宮田：その言葉に、とても勇気づけられます。芸術家が何か言

藝大が連携して大きな柱を築くことを期待しています。

うと、どうせ変わり者が何か言っているだけだと思われる。し

提案があります。若者を育てるための新しい顕彰制度を理

かし、変わり者であり続けるのは大変なことです。どれだけ自

研と一緒につくりたいのです。芸術は成果を数値で示しにく

分を信じ続けることができるかにかかっています。

い世界です。私は、社会には若者を見守る義務があると考え

野依：藝大では若者たちをどのように教育しているのですか。

ています。その年齢は35歳までです。その年代の芸術家は大

宮田：大学とは川が上から下へ流れるように知識を伝授する場

変です。結婚はしたけれど、作品は売れない。しかし、純粋

ではありません。さまざまな違いのある者同士が混在した泉

で大きな夢を持っている。科学を愛する若者も同じような状

の中で、自分はどう生きていくのか、探り合うところです。そ

況でしょう。芸術家が芸術家だけでなく科学を愛し創造する

のような大きな泉をつくることが大学の役割です。

若者を、科学者が科学者だけでなく芸術を愛し創造する若者

野依：社会も違いある者たちのベストミックスでなければなり

を、共同で顕彰する制度です。もちろん理研や藝大に所属し

ません。違いある者たちをいかにうまく相補的に組み合わせる

ていない若者も対象に含めます。

かが重要です。違いのないクローンのような人材を育ててい

野依：それは素晴らしいお考えですね。やはり人を育てるには

ては、まったく意味がない。大学や大学院における理系教育

褒めることが大切です。藝大と理研が組めば、きっと大きな

が、自らと同じような後継者を育ててきたのは大問題です。私

注目を集めるでしょう。

は自分と同じことを言う人間を好みません。違うことを言う若

理研には多くの秀才がいますが、個人でできることは限ら

者と話していた方が、ずっと面白い。

れています。
「個人知」を融合して「理研知」へ、そして「社

宮田：素晴らしい！ まったく同感です。互いに素晴らしいもの

会知」へ発展させていくことが重要です。社会知を築くには

を持っていながら違いがある、という関係が大切です。

旗を掲げて未来を拓く

さまざまな分野との連携が不可欠です。ぜひ芸術界とも連携
して新しい社会知を生み出していきたいと思います。
宮田：大きな旗を掲げなければ未来は拓けません、
「旅」とい

司会：最後に、藝大と理研の連携について、今後の期待をお

う漢字は、旗のもとに多くの人たちが集い、一つの方向へ進む

聞かせください。

ことを意味しています（5ページの写真参照）
。ぜひ大きな旗の

野依：芸術や科学は無限の可能性を秘めています。ところが人

もと、理研と藝大で未来へ向けて旅を続けていきましょう。

間の想像力の限界が、可能性に制限を加えています。日本の



（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト、撮影：STUDIO CAC）

若い芸術家と科学者が相携えて進むことで、現代の想像力の
限界を超え、新しく普遍的な価値を生み出していってほしい。
その価値が現代文明の危機を救うことになるはずです。その
ような意味で藝大と理研の連携に大いに期待しています。
宮田：これまで、幅の狭い教育が高い塔を築く、と多くの人々

が誤解していました。科学と芸術という幅の広い土台に新し

※	2009年3月23日発表「科学と芸術の交差で新しい表現の創出を目指す
─ 理化学研究所と東京藝術大学が、3月24日基本協定を締結 ─」
http://www.riken.jp/r-world/info/info/2009/090323/index.html
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研究最前線

「オーキシン」の
生合成主経路を解明

ついに植物ホルモン
農作物などの増産に大きな一歩

植物の茎は光の方向に伸び、根は地中に向かって伸びていく。
これは、植物ホルモン “オーキシン” の働きによる。オーキシンは植物の
形態形成や環境応答に中心的な役割を果たしており、植物の生長に不可欠である。
しかし、オーキシンは60年以上前に植物で見つかっていたにもかかわらず、
ごく微量しかつくられないなどの理由から、生合成の主経路は解明されていなかった。
理研横浜研究所 植物科学研究センター（PSC）生長制御研究グループは、
オーキシンの生合成中間物質の分析法を確立し、ついに2011年、その解明に成功。
オーキシンは、アミノ酸のトリプトファンから
2種類の酵素の働きで主に合成されていた。
これにより、農作物やバイオマスの増産に向け、
大きな一歩を踏み出した。

謎多き、オーキシン
「生長制御研究グループでは、植物ホルモンの研究をして
います」と神谷勇治グループディレクター（GD）
。

オーキシンの機能を持つ物質は、数種類発見されている。
その中でとても作用が強く、またさまざまな植物でつくられ

植物ホルモンとは、植物体内で合成され、植物の生長を制

ている物質がIAAだったため、オーキシンの研究はIAAを中

御している化学物質の総称である。これまでに、オーキシン、

心に行われてきた。しかし、植物体でIAAが確認されてから

ジベレリン、サイトカイニン、エチレン、ジャスモン酸、ア

60年以上たっても、生合成の主経路は解明されていなかっ

ブシジン酸、ブラシノステロイド、ストリゴラクトン、サリ

た。そうした中、笠原博幸 上級研究員（以下、研究員）が

チル酸、CLEペプチドなど約10種類が発見されている。
「植物ホルモンが植物体でどのようにつくられているのか、

「オーキシンの生合成経路の研究をしたい」と神谷GDに申し
出た。2007年のことだ。
「オーキシンは植物の生長において

生合成の経路を明らかにすると、植物の生長を制御すること

中心的な役割を果たしています。オーキシンの生合成が分か

ができるようになります。それは最終的には、農作物の収穫

らないと、植物の生長制御の仕組みを完全に理解することや

量の増加などにつながります。理研には、植物ホルモン研究

生長を制御することは難しいのです」と笠原研究員。

の長い歴史と、その中で培ってきた優れた知見や技術があり

後から発見された植物ホルモンの生合成経路が次々と明

ます。そして2011年、オーキシンの生合成の主経路を解明

らかにされていく中、なぜオーキシンだけが取り残されてし

するという、とても大きな成果を出すことができました」

まったのだろうか。

オーキシン研究の歴史は19世紀後半までさかのぼる。進化

オーキシンは、トリプトファンというアミノ酸から複数の

論で有名なチャールズ・ダーウィンとその息子は、1880年に

中間物質を経て合成される。各段階の反応は、それぞれ別の

出版した『植物の運動力』の中で、植物には光を感じて茎の

酵素が担っている。
「オーキシンの生合成には複数の経路が

生長方向を変える働きをする物質が存在することを示唆して

あると考えられています。1ヵ所に不具合があっても生合成

いる。1931年、ダーウィン親子が示唆した通りの機能を持つ

できるようになっているのです。その複雑さが、生合成経路

物質がヒトの尿から発見され、
“オーキシン”と名付けられた。

の解明を難しくしています」と神谷GD。

オーキシンは光による屈曲など植物の生長を促す作用を持つ
物質の総称で、オーキシンとして最初に見つかった物質が、
“インドール-3-酢酸（IAA）
”である。植物体でIAAが確認さ
6

れたのは1946年だ。
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微量しかつくられないことも理由の一つだ。オーキシンは、
植物体1g当たり10ng（1億分の1g）ほどしか存在しない。
中間物質の量はさらに少なく、植物体1g当たり1ng以下のも

A：新たに解明された生合成経路

新たに解明された
オーキシンの生合成経路と
過去に予測されていた経路

オーキシンの一つであるインドール-3-酢酸
（IAA）は、アミノ酸のトリプトファン（Trp）
から複数の経路で生合成される。今回、別々
の経路にあると考えられていた2種類の酵素
TAA1とYUCCAが、同じ経路に存在するこ
とが明らかになった。点線内のCYP79Bを含
む経路は、研究グループが2009年に発見し
たアブラナ科に固有の経路である。
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トリプトファン
（Trp）

IPA
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O
CO2H

N
H

インドール -3- アセト
アルドキシム（IAOx）

N
H

N
H

インドール -3- ピルビン酸
（IPA）

インドール -3アセトアルデヒド（IAAId）

AMI1

SUR2

IAAId

AAO1

IAN

SUR1

IAA

NOH

TAA1

CHO

HTAM

IG

B：2008年ごろに予想されていた生合成経路
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N
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YUCCAとCYP79Bをそれぞれ含む予想経路が、中間物質イ
ンドール-3-アセトアルドキシム（IAOx）で交差している。

IAAId HTAM

IAN
IAM

AMI1
IAA

C：2009年に研究グループが示した生合成経路
IAOxを含む経路はアブラナ科の植物に固有であり、IAAは4
本の独立した経路で合成されていることが示された。

のもある。しかも、中間物質は化学的に不安定で、植物から

ンを高精度で測定できる質量分析計とそれを扱う技術があっ

取り出した途端に壊れてしまうものも多い。

たので、可能だったのです」

「私は、オーキシンには手を出さない方がいいと言ったので

質量分析計とは、物質の分子量を測定し、その物質を同定、

す。あまりにもチャレンジングですから」と神谷GDは振り

定量する装置である。2005年、液体クロマトグラフィー・

返る。
「でも、笠原研究員の決心は揺らぎませんでした」

エレクトロスプレーイオン化・タンデム型質量分析装置（LC-

複雑な生合成経路を解きほどく

ESI-MS/MS）という高精度の装置が、生長制御研究グルー
プに導入されていた。
「2008年には、PSC促進制御研究チー

IAAの生合成は、1960年代から80年代までの生化学的な

ムの山口信次郎チームリーダー（TL）が、この装置を使って

研究から複数の経路が予想されていた。そして2000年にモ

ストリゴラクトンという新しい植物ホルモンを発見していま

デル実験植物であるシロイヌナズナのゲノム（全遺伝情報）

す。私はそれを間近で見ていて、この装置を使えばごく微量

が解読されると、IAAの生合成に関わる酵素の遺伝子が次々

で不安定な中間物質も分析できると思ったのです」と笠原研

に発見されていった。2000年にはCYP79B、2001年には

究員。
「私たちはまず、YUCCAとCYP79Bをそれぞれ含む予

YUCCA、そして2008年にはTAA1という酵素の遺伝子が発

想経路がインドール-3-アセトアルドキシム（IAOx）という

見された。そうした結果から2008年時点では、IAAの生合成

中間物質で交差していることに注目しました」
（タイトル図B）

経路は、いくつもの中間物質で交差した複雑なものが提唱さ

初めにLC-ESI-MS/MSを使って植物のIAOxを正確に分析

れていた（タイトル図B）
。
「オーキシンは本当にこんなに複雑

する方法を確立。そして、アブラナ科のシロイヌナズナに2

な経路でつくられているのだろうか。もっとシンプルな経路

種類あるCYP79Bの遺伝子を両方欠損した変異体をつくって

なのではないか」
。笠原研究員はそんな疑問を持ち、オーキ

分析すると、IAOxは検出されなかった。一方、シロイヌナズ

シンの生合成経路を解きほどいていこうと考えたのだ。

ナに11種類あるYUCCAの遺伝子のうち4種類を欠損した変

「2000年以降、植物ホルモンの研究においても、分子遺伝

異体は、顕著な生長障害を示すが、IAOxの量は変化しなかっ

子学的なアプローチにより遺伝子機能を解析する方法が主流

た。また、アブラナ科以外の植物を調べたところ、IAOxは

になっていました。しかし、私は1個1個の中間物質を分析し

検出されなかった。
「こうした結果から、IAOxを含むIAA生

ていくことが、複雑なIAA生合成経路を解く近道だと考えま

合成経路はアブラナ科に固有の経路であること、YUCCAは

した。その作業はとても大変ですが、私たちには植物ホルモ

その経路に含まれないことが明らかになりました。植物に不
January 2012 RIKEN NEWS
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これからは “ホルモノーム” の時代。
すべての植物ホルモンや生合成中間物質を
定量・分析することで、
植物の生長制御機構を読み解いていきます。

である。そして、TAA1とYUCCAを同時に過剰発現させる
と、側根がさらに増えた。次にIAAとその代謝物の量を測定
すると、TAA1の過剰発現体ではほとんど増えていないが、
YUCCAの過剰発現体では数倍に増加した。そして、TAA1
とYUCCAを同時に過剰発現させると、数十倍に増加した。
「この結果は、TAA1とYUCCAが同じ経路にあり、その相
乗作用によりIAAの生合成量が増加したと考えるのが自然で
す」
。笠原研究員は確信を深めていった。
そして、各酵素の過剰発現体や欠損変異体におけるIAAの
中間物質をすべて分析した。
「現在、この分析ができるのは、
世界で私たちだけです」と神谷GD。
TAA1を過剰発現させるとインドール-3-ピルビン酸（IPA）
が増加し、逆にTAA多重欠損変異体ではIPAが減少する。こ
れは、別の研究で報告されていた通り、TAA1がトリプトファ
ンからIPAを合成する酵素であることを示している。
一方、YUCCAを過剰発現させるとIPAが減少し、YUCCA

神谷勇治

多重欠損変異体ではIPAが増加する。YUCCAを発見した米
国カリフォルニア大学サンディエゴ校のユンデ・ザオ准教授

Yuji Kamiya

は、YUCCAはトリプタミン（TAM）からN-ヒドロキシトリ

横浜研究所 植物科学研究センター
生長制御研究グループ グループディレクター
かみや・ゆうじ。1947年、東京都生まれ。農学博士。東京大学大学院農学研究科博士
課程修了。理研農薬合成第三研究室研究員、国際フロンティア研究プログラムホルモン
機能研究室チームリーダー、植物科学研究センター生長生理研究グループディレクター
などを経て、2005年より現職。

プタミン（HTAM）を合成する酵素であると報告していた。
しかし分析の結果は、YUCCAはIPAからIAAを合成する酵素
である可能性を示唆している。
これらの結果から笠原研究員は、
「TAA1とYUCCAは同一
の経路にある」という結論を出し、論文を『PNAS』に投稿

可欠なオーキシンはどの植物でも同じ経路でつくられている

した。神谷GDから求められた実験が途中だったが、複数の

と考えられていましたが、植物種によって異なる経路があっ

研究グループが同じ結論を得て論文の投稿準備を進めている

たのです」
。この成果は2009年、米国科学アカデミー紀要

中での決断だった。しかし、論文の査読者から「YUCCAが

『Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America（PNAS）
』で発表された。
これまで複雑に交差していると考えられていたIAAの生合成
経路が、4本の独立した経路になった（タイトル図C）
。

ついにオーキシン生合成の主経路を解明
次は、どこを解きほどいていくか。笠原研究員は、2008
年にTAA1がIAAの生合成酵素として報告されたときの論文
に掲載されていた写真が気になっていた。
「TAA1とそれに類
似した遺伝子を複数欠損したシロイヌナズナの変異体（TAA
多重欠損変異体）の形が、YUCCA多重欠損変異体ととても

YUCCA遺伝子
を過剰発現

似ていたのです。そこでYUCCAとTAA1は同じ経路に存在
するのではないかと考え、それを確かめることにしました」
まし ぐち

TAA1遺伝子と
YUCCA遺伝子
を過剰発現

きよし

笠原研究員は、生長制御研究グループの増口 潔 特別研究
員（以下、研究員）やPSC制御機能研究チームの酒井達也TL
（現・新潟大学准教授）と共に、TAA1とYUCCAの遺伝子を
過剰発現させたシロイヌナズナ変異体をつくり、その違いを
調べた（図1）
。
TAA1を過剰発現させると野生型と大きな違いは見られ
そっ こん

ないが、YUCCAを過剰発現させると根が短くなり、側根が
増えた。これは、IAAを過剰につくる植物に特徴的な現象
8
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野生型

TAA1遺伝子を過剰発現

図1 オーキシン生合成酵素（TAA1とYUCCA）の遺伝子過剰発現変異体
シロイヌナズナにおいて、TAA1遺伝子を過剰発現させても野生型と変化がな
い が、YUCCA遺 伝 子 を 過 剰 発 現 さ せ る と 根 が 短 く な る。TAA1遺 伝 子 と
YUCCA遺伝子をともに過剰発現させると、オーキシンの合成量がさらに増加
し、側根形成も著しく促進される。

IPAからIAAを合成する酵素であることを示す証拠が不十分。

なぜ植物ホルモンの長年の謎を

YUCCAの酵素活性を直接示すべきである」というコメント

解くことができたのか？ まず、研究者の情熱。

が返ってきた。
「やはりそこを突かれたか、と思いましたね。

そして、理研で培われた経験と優れた技術が、

それこそが神谷GDから求められていた実験だったのです。

PSCの若い世代に受け継がれているからです。

それまでPSC植物免疫研究グループの白須賢GDや多くの研
究者に協力していただきながら、いろいろな方法に挑戦して
いました。しかし、活性型のYUCCAを調製することが、ど
うしてもできなかったのです」と笠原研究員。
「しかし、ドラ
マのようなことが起きました」
ある日、増口研究員が、PSC代謝システム解析チームの岡
村英治 研究員と立ち話をしていた。増口研究員が「YUCCA
の活性を確認できなくて困っているんだ」と話すと、
「大腸
菌でYUCCAタンパク質を発現させるときに、低温処理のや
り方を工夫してみたら」と岡村研究員がコツを教えてくれた。
岡村研究員は、酵素活性を出すプロフェッショナルだ。
「早速、増口研究員が試すと、美しい黄色をした活性型の
YUCCAの溶液が得られました。それによってYUCCAがIPA
からIAAを合成する酵素として働くことを確認できたのです。
しかもそのときYUCCAの発見者であるザオ准教授が私たち
の研究グループに2ヶ月半の予定で滞在していました。彼の
目の前で、その過程を確認できました。あれは感動的な瞬間
でしたね。ザオ准教授もとても喜んでくれました」

笠原博幸

Hiroyuki Kasahara

横浜研究所 植物科学研究センター
生長制御研究グループ 上級研究員
かさはら・ひろゆき。1969年、福井県生まれ。博士（工学）
。近畿大学大学院工学研究
科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員（DC1）、米国ワシントン州立大学生
物化学研究所博士研究員、理研植物科学研究センター発芽生理機構研究チーム研究員な
どを経て、2005年より現職。2011年より科学技術振興機構さきがけ研究者（兼任）。

IAAはアミノ酸のトリプトファンから2種類の酵素、TAA1
とYUCCAの働きで合成されており、それがIAA生合成の主
経路であることが明らかになった（タイトル図A）
。この成果は、

オーキシン生合成経路の全貌解明へ

2011年10月24日付の『PNAS』オンライン版に掲載され

しかし、IAAの生合成経路の全貌が解明されたわけではな

た。分子遺伝学のアプローチで自らYUCCAの機能を修正し、

い。IAOxを含むアブラナ科固有の経路（タイトル図点線の囲み）

TAA1とYUCCAが同じ経路に存在することを明らかにした

は、気温が高く生育に不利なときに働き、この経路でつくら

ザオ准教授の論文も、同じ号に掲載されている。

れたIAAが生長を助けていることが分かっている。
「ほかの予

農作物や樹木バイオマスの増産へ貢献
ちゃっか

想経路も本当に植物に存在するのか、またどのように使い分
けているのか、詳しく調べています」と笠原研究員。

オーキシンは、トマトなどの着果・果実肥大促進剤や、挿

オーキシンはIAAだけを見ていればいいのだろうか——笠

し木の断面に塗る発根促進剤として、すでに農業で広く利用

原研究員は、最近そういう疑問を抱いている。
「オーキシン

されている。
「今回オーキシンの生合成経路が明らかになっ

には数種類あるが、重要なのはIAAだけだと考えられてきま

たことで、植物が合成するオーキシンの量を制御することも

した。しかし、いくつかのオーキシンが連携して働いている

可能になるでしょう。人工オーキシンを散布したり塗布した

らしいことが、最近の私たちの研究から見えてきています。

りする手間が省けます。農作物や綿花など衣料原料、樹木バ

IAA以外のオーキシンについても、取り組んでいきます」
PSCには2011年、新型の質量分析計が導入された。
「分析

イオマスの増産にもつながると期待されます」と笠原研究員。
また、神谷GDは「この成果には、もっと大きな意義があ

感度が10倍ほど上がります。今は、ホップ・ステップ・ジャ

る」と言う。
「YUCCAはフラビンモノオキシゲナーゼ（FMO）

ンプのステップです。新型の装置により、次はもっと面白い

という種類の酵素です。FMOは酵素活性を調べることがと

ことが分かると思いますよ。期待していてください」と笠原

ても難しく、世界中の研究者を悩ませていました。私たちが、

研究員は自信に満ちた表情を見せた。

その壁を破った。これから新しい世界が広がります」



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

植物がつくる二次代謝物の中には、イソフラボンやカテ
キンなど健康増進に役立つとして利用されているものがたく
さんある。二次代謝物の生合成にもFMOが関わっている。
「FMOを比較的簡単に調製できるようになったことで、二次
代謝物の合成の制御にも大きな一歩を踏み出しました」

関連情報

2011年10月25日プレスリリース
「ついに植物ホルモン “オーキシン” 生合成の主経路を解明」
2009年3月10日プレスリリース
「ダーウィン親子予言の植物成長ホルモン “オーキシン” の生合成経路を解く」
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特集

SaFE農薬、完成へ

私たちは、食品や食品添加物として
長年使われてきた安全かつ可食なもの

もし農薬を使わなければ、農作物の収穫量は半減するといわれている。しかし、
農薬は安全でなくてはならない。

ゆたか

理研社会知創成事業 イノベーション推進センター 有本特別研究室の有本 裕
しょう へ い

を植物病害虫の防除に利用するという
考え方をSaFEと名付け、SaFE農薬の
開発を進めてきました。理研と民間企

特別招 聘 研究員たちは、食品や食品添加物として長年使われてきた可食なもの

業が一緒になって「重曹農薬研究会」

を植物病害虫の防除に用いるというコンセプト「SaFE（Safe and Friendly to

を結成し、そこが主体となり最初に開

Environment）」のもと、SaFE農薬の開発を進めてきた。現在までに6種類の
SaFE農薬を開発し、国内外で広く販売され高い評価を得ている（図1）。
2011年、SaFE農薬の開発により第9回「産学官連携功労者表彰 文部科学大臣賞」
を受賞した有本 特別招聘研究員に、SaFE農薬の開発過程や研究成果を実用化する
ひ けつ

秘訣を聞いた。

発したのが、重曹を主成分とする農薬
「ノスラン水和剤」だったのですが、“死
の谷” が待ち構えていました。死の谷
とは、研究成果を実用化するときに遭
遇する大きな障害のことです。
──何があったのですか。

■“死の谷”を乗り越えて

防除効果を示すことが分かったのです。

──理研で安全な農薬の開発が始まった

──それが現在のSaFE農薬につながる発

薬登録を得て、販売の一歩手前まで来

のはいつごろですか。

見だったのですね。

ていました。しかし、ノスラン水和剤

有本：1960年代後半です。アミノ酸を

有本：そうです。そもそも人体にとっ

の販売価格を決める会議中に、
「薬害

有効成分にした「アミノ酸農薬」の開

て100％安全な物質はありません。例

が発生した」という連絡が入ったので

発を目指す研究がスタートしました。

えば、塩や砂糖も過剰に摂取すると高

す。すぐに現場へ駆け付けると、イチ

私は1970年、理研に入所し、その研究

血圧や糖尿病の原因となります。しか

ゴの葉が褐色に変色していました。も

に加わりました。そして1970年代半ば、

し、塩や砂糖のように長年使われてい

ちろん発売は中止です。私たちは失意

私たちは偶然、ふくらし粉や医薬の成

る食品や食品添加物は、安全と危険の

のどん底に突き落とされました。一緒

分として長年使われている重曹に高い

境目がよく分かっていて、想定外の危

に研究をしていた上司は、とても責任

じゅう そう

有本：ノスラン水和剤は、1982年に農

抗菌効果があることを発見しました。

険が潜んでいる可能性がとても低いと

を感じていたそうです。

その後の試験で、カビの一種が引き起

考えられています。ですから、安心し

──なぜ薬害が出たのですか。

こすうどんこ病に対して、重曹が高い

て食べられているのです。

有本：乾燥した場所で作物に散布する

と、水分が蒸発して重曹の結晶ができ
よ つゆ

ます。その結晶が夜露に溶けると、大
変濃い溶液となります。それが作物に

図1 SaFE農薬（主な適応病害虫/共同開発企業）

農薬登録申請中のIKR-001乳剤までの6種類のSaFE農薬で17種類の病害虫の防除ができる。さらにアブラム
シ防除剤を開発している。
❶

❷

❸
❶カリグリーン水溶剤
［うどんこ病など/東亞合成㈱］
現在の製造者は大塚アグリテクノ㈱

❷ジーファイン水和剤
［軟腐病など/日本カーリット㈱］
❸ハーモメイト水溶剤
［うどんこ病など/明治乳業㈱］
現在の製造者は片倉工業㈱

❹アカリタッチ乳剤
［ハダニ類/東亞合成㈱］
現在の製造者は大塚アグリテクノ㈱

❹

❺

❻

❼

❺サフオイル乳剤
［ハダニ類/大塚化学㈱］
現在の製造者は大塚アグリテクノ㈱

❻IKR-001乳剤（申請中）
［コナジラミ類/石原産業㈱］
❼開発中新剤
［アブラムシ類］

被害を与えたのです。
その後、私たちは食品添加物や医薬
として使われている「重カリ」にも、
重曹と同様、うどんこ病などに対して
防除効果があることを発見しました。
そして、重曹や重カリにいろいろな薬
品を混ぜて、薬害を抑える実験を繰り
返しました。500〜600種類の薬品を
試しましたが、いずれも薬害を抑える
ことができませんでした。
──そのころの心境は。
有本：精神的にとてもつらかったです

ね。重曹や重カリ以外の研究テーマも
進めていて、そちらでは良い研究成果
が出ていたので、前向きに研究を進め
ることができました。しかし、重曹や
重カリの薬害を抑える実験の方は、4
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年の歳月が過ぎたころに、さすがに

マを捕食する昆虫を天敵農薬として併

“もう諦めよう” という気分になってい

用すれば、ハウス栽培では、イチゴや

ました。

キュウリ、メロン、ナスなどさまざま

ところが、ちょっとした出来事を

な農作物をSaFE農薬だけでつくること

きっかけに展望が開けました。ある日、

が可能になります。SaFE農薬は、ほぼ

重曹を試験管に量り分けると、予定の

完成に近づいた、と考えています。

実験用よりも1本余分が出てしまいま

──SaFE農薬には耐性の問題が出ていな

した。その試験管にグリセリン脂肪酸

いそうですね。

エステルという薬品を混ぜたところ、

有本：カリグリーン水溶剤は発売から

それが大当たりでした。水溶液中に液

20年近くになりますが、耐性菌が現れ

滴ができて、その中に重曹が高濃度で

ていません。従来の化学農薬は、カビ

閉じ込められたのです（図2）
。同じ現

や害虫の代謝系のある経路をピンポイ

象が重カリでも起きました。水溶液全

ントでブロックするので、迂回経路を

体としては重曹や重カリの濃度は低い

持つカビや害虫がすぐに現れます。

ので、薬害が大幅に軽減されました。

う かい

実はカリグリーン水溶剤になぜ防除

しかし液滴では高濃度なので、カビに

効果があるのか、そのメカニズムはよ

対して十分な防除効果があります。

く分かっていません。ピンポイントで

撮影：STUDIO CAC

あ り も と

ゆたか

有本 裕

理研社会知創成事業 イノベーション推進センター
有本特別研究室 特別招聘研究員

1950年、和歌山県生まれ。農学博士。東京理科大
学卒業。1970年、理化学研究所入所。研究員、作
物保護研究ユニット 研究ユニットリーダーを経
て、2010年より現職。

私たちは重カリを主成分とする薬剤

ブロックするのではなく、イオンバラ

病原性のカビのほとんどは、本体が植

を開発し、1993年に農薬登録を得まし

ンスを崩して代謝系全体にダメージを

物の中へ侵入して生育するものです。

た。そして、ノスラン水和剤の失敗から

与えるため、耐性菌が現れないのだと

残念ながら、そのようなカビには現在

10年以上をかけてようやく、
「カリグリー

考えています。

のSaFE農薬は効きません。

ン水溶剤」という製品を東亞合成㈱か
ら発売することができました（図3）
。

本体が侵入するカビの多くは雨や風

■植物はなぜ病気になるのか

が媒介して植物に感染します。雨風を

──SaFE農薬では防除できないカビや害

防ぐことのできるハウス栽培ではその

■SaFE農薬の完成を目指す

虫は存在するのでしょうか。

カビに感染する可能性はとても低く、

──ついに実用化に成功したのですね。

有本：存在します。例えば、うどんこ

SaFE農薬だけで農作物をつくることが

有本：それまでの苦労が報われ、これ

病を引き起こすカビは、その “本体”

できるのです。

以上ない喜びでしたね。しかしカリグ

は植物の外側にあり、“根” (吸器)だけ

もちろんSaFE農薬は屋外の栽培で

リーンだけでさまざまな病害虫の防除

を植物の中に入れて養分を吸って生育

も有効です。例えば、カリグリーンは

ができるわけではないので、例えばイ

します。このように本体が外側にある

米国カリフォルニア州の有機ワイン用

チゴ栽培では、従来の化学農薬を併用

カビや小さな害虫にはSaFE農薬が効き

ブドウ栽培農園の9割以上で使用され

する必要があります。消費者が求めて

ます。しかし農作物に被害をもたらす

ています。

いるのは個々の農薬の安全性ではな
く、安心・安全な農産物です。SaFE
農薬だけで安心・安全な農作物をつく
ることができなければ、あまり意味が
ありません。
そこで私たちは、うどんこ病以外の
病害虫を防除するSaFE農薬の開発を
進めてきました。そして現在、申請中
のものを含めて6種類のSaFE農薬によ
り、17種類の病害虫の防除ができるよ
うになりました（図1）
。
私たちは現在、アブラムシの防除に
有効な薬剤を開発中です。さらに、と
ても生命力の強い害虫であるアザミウ

図2 重曹とグリセリン脂肪酸エステルを混ぜた水溶液

黒く見える直径0.1～0.03mmほどの液滴に、重曹が高濃度に
閉じ込められている。

図3 カリグリーン水溶剤の薬効

うどんこ病に感染した葉は白くなる。カ
リグリーンを塗った「R」の部分だけう
どんこ病が防除され、
「R」が緑色に浮
かび上がっている。
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図4 トマト萎凋病菌の植物への侵入

められません。iPS細胞を開発した山
中教授はもちろん、iPS細胞を開発す
る研究に予算を認めた評価者も素晴ら
しいと思います。
研究予算全体のうち1〜2割は、まっ
たく前例がない研究テーマに向けられ
グルタミン＋グルコース

グルコースのみ

トマト萎凋病菌はグルタミン濃度が低いときには植物に侵入しないが（右）
、ある濃度を超えると侵入を始める（左）
。

るべきです。その方が独創的な研究成
果が生まれ、そこから画期的な製品も
誕生するでしょう。もちろん何も生ま
れないことの方が多いでしょうが。

──本体が侵入するカビを防除できる安

ましたが、いずれの開発過程にも死の

──農薬の開発研究は企業でも行ってい

全な農薬を開発することはできますか。

谷がありました。実用化の主体は企業

ます。理研のような公的研究機関で行う

有本： 私はSaFE農薬の開発とは別に、

ですが、もととなる研究成果を生み出

意義は何ですか。

植物がなぜ病気になるのか、という

した研究者が、その死の谷を一緒に乗

有本：企業では経済性が優先されるの

テーマに興味を持ち、研究を進めてき

り越えなければ、実用化には至りませ

で、どうしても実績のあるものを改良

ました。膨大な種類があるカビの中で

ん。最後まで付き合う覚悟が必要です。

する研究が主流になってしまいます。

植物に侵入して病気を引き起こすもの

企業の人との個人的な信頼関係も重

SaFEのような新しいコンセプトに基づ

はごく一部です。なぜ特定のカビだけ

要です。研究成果をきちんと説明して

く独創的な研究は、理研のような公的

が植物に侵入するのか、その謎を解明

理解してもらい、仲間として一緒に夢

研究機関が進めるべきです。

する研究を続けています。

中になって実用化を進めてくれる人

──独創的な研究成果を生み出すには何

が、その企業にいなければ、実用化は

が必要ですか。

不可能です。

有本：研究では成功よりも失敗の方が

い ちょう

例えばトマト萎凋病菌というカビは、
トマトの根や茎の傷から植物体へ侵入
しますが、葉には侵入しません。私た

圧倒的に多い。失敗を許容してもらえ

ちは、それがグルタミン濃度の違いに

社のプロジェクトとして実用化を進めて

る環境と十分な時間が必要です。研究

よることを突き止めました。グルタミ

もらうのは大変なことです。特にSaFE

室の若手には、研究室のメインテーマ

ン濃度が根や茎は高く、葉は低い。ト

のような新しいコンセプトに基づく提案

以 外 に 最 低2本 は自分 の 興 味 の あ る

マト萎凋病菌はグルタミン濃度が高い

は、受け入れられにくいものです。

テーマを進めなさい、と指示していま

ところにだけ侵入するのです（図4）
。

企業から「研究成果の新規性は何か」

す。面白いと思うテーマで、夢を追い

ここまで情報を整理できたので、グ

と問われ、
「まったくの新規です」と答

続けることが重要です。植物がなぜ病

ルタミン濃度が高い場合と低い場合

えると、次に「実用化された前例はあ

気になるのか、という私の研究も、そ

で、トマト萎凋病菌で働く遺伝子の違

るのか」と聞かれます。“いいかげんに

のようなサブテーマとして進めていた

いを調べることが可能になりました。

しろ” と思います（笑）
。それが日本で

ものです。こうした研究が大きく発展

私たちは今、
「植物に侵入しなさい」と

画期的な製品が生まれにくい原因では

して独創的な研究成果を生み出すケー

カビに指令する遺伝子を探していま

ないでしょうか。日本人は新しいもの

スも多いのです。

す。その遺伝子は、植物に侵入するさ

を発明する能力はありますが、前例の

──今後の展望をお聞かせください。

まざまな病原性のカビで共通している

ないものを認めることはあまり得意で

有本：SaFE農薬は、ほぼ完成に近づい

可能性があります。その働きを抑える

はないと思います。

たので、あとは企業の方で、農家の人

ことにより、植物に侵入する病原性の

──企業に問題があるのですか。

たちがより使いやすいように改良して

カビを、1種類の農薬で防除できるか

有本： いいえ、日本全体の問題です。

いってほしいと思います。一方、植物

もしれません。

サイエンスの世界でも、前例のない研

がなぜ病気になるのか、という研究は、

究には予算が付きにくい傾向がありま

私たちで一定の研究成果を挙げて世に

す。例えば、京都大学の山中伸弥教授

示し、若い研究者が引き継いでくれる

■最後まで付き合う覚悟と、

前例のないものを認める能力

12

しかし、企業の人を説得し、その会

が開発したiPS細胞（人工多能性幹細

段階まで進めたいと考えています。

──研究成果を実用化するのに必要なこ

胞）は、ほとんどの人が実現不可能だ



とは何ですか。

と思っていたはずです。日本では、そ

有本：6種類の SaFE農薬を開発してき

のような研究には、なかなか予算が認
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（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

S POT NEWS
外部刺激によって発光色が変化する有機発光材料を発見

こすったりアルコール蒸気の吹き付けで、青から黄色に
急速に普及が進む省電力・長寿命の発光ダイオード（LED）

照明、特定の生体分子を可視化できる緑色蛍光タンパク質
（GFP）……。物質が光を発する「発光」は、さまざまな
分野で利用されており、より高機能な発光材料の開発競争
が繰り広げられている。理研社会知創成事業 イノベーショ
ン推進センター 有機発光材料研究チームの大澤正久 副
チームリーダー（TL）は、こすったり、アルコール蒸気を
吹き付けたりといった外部刺激によって、青から黄色に発
光色が変化する有機発光材料を発見。そして今回、理研和
光研究所 基幹研究所 物質評価チームの橋爪大輔 専任研究
員との共同研究によって、外部刺激による発光色の変化が
分子構造の変化によって起きていることを明らかにした。
発光色と分子構造の関係が分かったことで、発光色の制御
が可能になり、応用につながると期待されている。

図1 外からの力による発光色と分子構造の変化
非対称

対称
有機配位子

外からの力
金イオン

有機配位子
金イオン

図2 アルコール蒸気の蒸着による発光色と分子構造の変化

アニオン

──外部刺激によって発光色が変化する有機発光材料を発見し

アルコール分子

アルコール
分子
アニオン

アルコール蒸気

たきっかけを教えてください。
※1

大澤：私たちは、産業界との融合的連携研究プログラム の

もと、キヤノン㈱と共同で有機エレクトロルミネッセンス
（EL）デバイスに用いる発光材料の研究開発を行っていま
す。有機ELデバイスは、薄く、明るく、省電力の次世代ディ
スプレイとして注目されています。研究の過程で青くよく
光る材料を発見したのですが、耐熱性に問題があり有機EL

たりすれば、元の構造に戻ります。

デバイスには使えませんでした。ところが、その材料が黄
色に発光するときがあることを偶然見つけたのです。別の

──この研究は理研の研究奨励ファンド※2に採択されました。

用途に使えるのではないか、と考えたことが始まりです。

大澤：このファンドを使って粉末X線解析試料ホルダーを製

作し、今調整中です。これが動きだすと、試料にアルコー
──どんな材料で、どうして発光色が変化するのですか。

ル蒸気を吹きかけたときの構造変化をリアルタイムで観察

大澤：中心に金属イオンがあり、その周囲に配位子と呼ばれ

できるようになります。発光色と構造変化の関係をより詳

る原子やイオンが結合している化合物を金属錯体といいま

細に調べていく計画です。

す。私たちが発見した材料は、金イオンに2個の有機配位子
が付いている金属錯体です。これは通常青く発光しますが、

──今後の展開は。

その粉末を乳鉢に入れて強くこすると、黄色に変わります

大澤：発光色が変化する材料の多くは分子間の相互作用が

（図1）
。発光色の変化は肉眼でも分かります。また、アルコー

関わっていますが、この材料は1個の分子だけで応答しま

ル蒸気を吹き付けても、黄色に変化します（図2）
。

す。例えば、フィルムの中にこの金属錯体の分子を分散さ

色が変わるのは現象として面白いのですが、その仕組み

せ、圧力やアルコール濃度の変化を色で捉えるセンサーを

を理解しなければ利用することはできません。そこで、粉

実現できないかと考えています。
「光」をキーワードに、社

末のX線構造解析の高い技術を持っている物質評価チーム

会に役立つものをつくる。それが、これまでの、そしてこ

の橋爪専任研究員の協力を得て、分子の構造を調べること

れからも変わらない私の研究スタイルです。

にしました。



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

その結果、青い発光のときは配位子が金属イオンを中心
に対称になっていること、黄色の発光のときはその対称性
が崩れていることが分かりました（ 図1）
。こすることで、
分子構造がゆがむのです。また、アルコール蒸気を吹き付
けたときは、金属錯体の周りにあるアニオン（陰イオン）
にアルコール分子が結合することで分子構造がゆがんでい
ました（図2）
。溶媒を垂らしたり、アルコールを蒸発させ

※1	産業界との融合的連携研究プログラム：企業主導のもとに研究課題の
提案およびチームリーダーを受け入れて、理研内に時限的研究チームを
編成するという、企業側のイニシアチブを重視した研究プログラム。
※2	研究奨励ファンド：若手の意欲的な研究を奨励することを目的とし、理
研の研究所・センターで横断的に実施している。
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F a c e
理研基幹研究所に、自然界に存在しない負の屈折率を持つ人工材料

Kanna Aoki

青木画奈

“メタマテリアル”をつくり出そうとしている研究者がいる。

和光研究所
基幹研究所
田中メタマテリアル研究室
協力研究員

か ん な

田中メタマテリアル研究室の青木画奈 協力研究員（以下、研究員）だ。
メタマテリアルは光の進行方向を自由に操ることができるため、
極高分解能顕微鏡や高効率光通信を実現する材料として有望視されている。
メタマテリアルデバイスをつくるには、物質の中に
ナノスケール（1nm＝10億分の1m）の金属の微小コイルを3次元的に
埋め込まなければならないが、現在提案されている方法は
高価な装置や複雑な工程が必要で、生産性がとても低い。

1973年、長崎県生まれ。博士（工学）
。九州大学大学院工学研究科博士 「それでは基礎研究はできても産業応用は期待できません。高価な装置は
課程修了。理研半導体工学研究室、東京大学生産技術研究所などを経て、
使わずに一括してぱっと、しかも精度よくつくる方法はないかと考えました」
。
2009年より現職。

そして青木研究員は2011年、磁場を利用する画期的な技術を開発した。

光を自由自在に操ることができるメタマテリアル、
その画期的な製作技術の確立を目指す研究者
「小学生のころから、研究者になりたいと思っていまし

図

た。親戚に研究者がいて、とてもかっこよかったから」と

磁場による微小
リングの製作

反磁性のポリスチレン
粒子（直径10μm）の
周りに金でコーティン
グした常 磁 性の粒 子
（直径2μm）が等間隔
で並んでリング状のコ
イルを形成。常磁性粒
子の周りに反磁性粒子
を並べることも可能。

語る青木研究員は、長崎県の島原で生まれ育った。高校3
年生のとき雲仙普賢岳が噴火し、高校が1ヶ月間休校になっ
てしまった。
「勉強が手に付きませんでしたが、とにかく前
へ進もうと、九州大学工学部に進学しました」
大学入学直後、
「実験の手伝いをしませんか」と理学部
化学科の教授に声をかけられた。
「サークルより面白そう
だったので手伝うことにしました。授業では使えない高価
な装置を使い、論文につながる実験ができる。“本当の研

法を探していました。そのとき『Nature』で、タンパク質

究をやっているんだ” と、責任感と充実感でいっぱいでし

回収に使われる磁性ビーズの周りに蛍光ビーズがリングを

た」
。その後、飛び級制度で1年早く大学院に進み、小さな

形成している写真を見つけたのです。蛍光ビーズを金属に

孔を持つゼオライトという物質を利用して分子を大きさで

換えればリング状の微小コイルになる、と直感しました」
。

ふるい分ける技術について研究した。

それが2009年。2010年度の理研研究奨励ファンドで研究

あな

◆

に着手。そして昨年、常磁性体と反磁性体の粒子を分散

「理研は、基礎科学研究も応用研究も奨励してくれる、自

液中に入れて磁場をかける方法で、金属粒子がリング状に

由で懐の深い研究所です。理研で研究してみたかった」と

並んだ微小コイルの作製に成功した（図）
。微小コイルを3

青木研究員。その願いがかない、2000年から半導体工学研

次元で規則的に配列させることもできる。
「磁場をかける

究室で、次世代光通信に不可欠なフォトニック結晶作製技

だけなのでとても簡単です。磁場を切れば、微小コイルは

術の開発をスタートさせた。そして、半導体微細加工技術

ばらばらになります。従来のメタマテリアルでは構造をつ

でつくった1辺25μm（1μm＝100万分の1m）の2次元の

くったらそのままでしたが、この方法なら必要なときだけ

部品を、電子顕微鏡下でマニピュレータを使って3次元に

微小コイルを作製できるので、能動素子の実現も可能にな

組み立てる技術を開発。その成果は、
『Nature Materials』

ります。この技術を使ってメタマテリアルをつくり、フィ

（2003年2月号）の表紙を飾った。
「部品を1層重ねるのに1
時間かかりました。最後の部品を重ね終えた瞬間、うれし

ルムのように薄く、光の波長より小さなものまで観察でき
る “スーパーレンズ” を実現したいですね」

くて物質・材料研究機構の共同研究者と固い握手を交わし

◆

ました」

14

最後に、手元の紙に触れながらこう語った。
「紙は誰が発

東京大学生産技術研究所などを経て、2009年、理研に

明したのか分からないくらい昔からありますが、私たちの生

戻ってきた。現在のテーマは、微小コイルを一括作製する

活に欠かせません。私も、長い時が過ぎても生活になくて

技術の開発だ。
「フォトニック結晶のときの方法でナノス

はならない物をつくり出したいと思っています」

ケールのコイルをつくるのは大変なので、もっと簡単な方
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「RIKEN Honorary Fellow」をイライアス・J・コーリー博士に
理研は米国ハーバード大学教授のイライアス・J・コーリー博

士に「RIKEN Honorary Fellow（RHF）
」の称号を授与しま

した。この称号は、研究所の活性化や国際性を高めるため、
さまざまな分野において世界的に傑出した実績と見識を有す
れ

お

る方に授与するものです。これまで、2005年11月に江崎玲於

な

奈 博士（1973年ノーベル物理学賞受賞）
、2007年7月にマハ

ティール・ビン・モハマド博士（マレーシア元首相）
、2011年
り えんてつ

3月に李遠哲博士（1986年ノーベル化学賞受賞）
、同年10月に
デービッド・ボルティモア教授（1975年ノーベル生理学・医
学賞受賞）へ授与致しました。

コーリー博士は、有機合成化学の分野で幾多の傑出した研

究業績を挙げており、1990年には「有機合成における論理と

方法論の開拓」でノーベル化学賞を受賞されました。また、

ご自身の卓越した研究業績に加え、後進の指導にも力を尽く

しておられ、博士の教えを受けた多くの研究者が学界、産業
界で活躍しています。

2011年12月5日、コーリー博士が前年に日本学士院客員に選

定されたことを記念し、日本学士院と理研の共催で特別講演会

を学士院会館（東京都台東区）で開催。
「Some Reﬂections

on 60 years of Teaching and Research」と題して講演いただ

き、多くの参加者と活発な交流が行われました。また、翌6日

イライアス・J・コーリー博士（左）と野依良治理事長

には、理研和光研究所でRHFの授与式（写真）を開催しました。

中川正春 文部科学大臣が理研バイオリソースセンターを視察
2011年11月19日、中川正春文部科学大臣が、基礎研究を支え

る研究基盤の現場を視察する目的で、理研筑波研究所バイオ

リソースセンター（BRC）を訪問、視察しました。小幡裕一セ

ンター長からBRCの概要説明を受けた後、中川大臣はマウス、

シロイヌナズナ、シロアリ、iPS細胞など、BRCで扱っている

リソースを見学され、研究者から説明を受けました（写真）
。

見学後には懇談会が開催され、文部科学省の倉持隆雄 研究

振興局長、野依良治理事長を交え、研究基盤に関する世界戦略

などについて活発な討論が行われました。中川大臣は「日本の
科学技術のリードには研究基盤が不可欠だという新たな認識を
得ることができた。基礎研究の推進には日本国内だけでなく世

界的な視野を持たないといけない。国として、もっと積極的に

BRCを活用していきたい。そして震災からの復興、イノベー
ションをつくり上げていきたい」と述べられました。

研究者から説明を受ける中川正春 文部科学大臣（中央）

理研ブランドの清酒「仁科誉」
理研仁科加速器研究センター 生物照射

吟醸本生として販売が開始されました。

研究チームは、埼玉県産業技術総合セ

また、各酒蔵の協力により、これらのお

ロトロン」で加速した重イオンビームに

ほまれ

ンターと共同で、加速器「リングサイク

よる変異誘発技術を用いて、吟醸酒用
の新しい酵母の開発に成功しました。

そして昨年、この酵母を使ってつく

られた日本酒が埼玉県内3ヶ所の酒蔵

からそれぞれ、純米大吟醸、純米吟醸、

に しな

酒は理研のプライベートブランド「仁科

誉 」という銘柄でも昨年11月から販売

されています。この名は、日本の原子核
物理学の父と呼ばれる仁科芳雄博士

（1890〜1951年）にちなんで名付けら
れ ま し た。 ご 購 入 希 望 の 方 は、 右 記

URLをご参照ください。

「仁科誉」
純米大吟醸 2625円
純米吟醸
1680円
吟醸本生
1029円
※販売は4合瓶
（720ml）です。

http://www.riken.jp/r-navi/homare/index.html
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外国で暮らす経験

Akihiro Fujita

理化学研究所 理事

No.367
January 2012

最近、若い研究者が外国で研究をしたがらないと聞く。外国へ

理研ニュース

藤田明博

の長期（30日以上）派遣研究者数は平成12年度以降、低落傾
向にある。その理由は、
「帰国後に就職先が見つからないこと
への不安」
「帰国後に、それに見合う経済的なリターンが期待
できない」
「国内の研究水準が高く、海外の大学・研究機関で
研究を行う必要がない」などらしい。また、根本的な問題とし

海外での勤務や生活は、日本でのそれと違い、仕事のやり方
や生活習慣も異なるし、何といっても言葉のハンディがあるた

筆者。

め、大変なことは確かだ。しかしながら、大変だからこそ、そ
れを乗り越える（
「何とかしのぐ」といった方がよいか）ことで、
少しくらいの困難にぶつかっても大丈夫、という自信がつくし、
外国人とも臆せず話すことができるようになる。さらに、単な

1984年4月。イタリ
ア・ローマのコロッ
セオにて、娘と。

る会議での付き合い以上の人的ネットワークも構築できる。こ
れらは、帰国後の人生でいろいろな山や谷に直面しても大いに
役立つ貴重な経験ではないか。私はそう思っているのだが、皆

芸術作品など、見るもの触れるものすべてが新鮮で、いつまで

さんはどうお考えであろうか。

も居たいと感じたほどだった。

私自身は、20代と40代にそれぞれ3年間ずつ外国勤務の経験

2回目は、1994〜97年に在米日本大使館職員として米国ワシン

を得た。最初は、1982〜85年に経済協力開発機構（OECD）

トンに滞在した。私自身は2回目の海外生活ということもあり、

原子力機関の職員としてフランスのパリに赴任した。それ以前

それほどの苦労はなかったが、子どもたち2人は学校生活で相

にこれといった留学経験もなく、英語も不十分、ましてやフラ

当苦労したようだ。日本と違い百科事典ほどの厚さの教科書を

ジュ

テ

ー

ム

ンス語については「Je t’ aime!（愛してる！）
」程度しか分から

何冊も与えられ、最初はチンプンカンプン。私や妻が辞書を

ず、今から思えば大冒険であった。パリ到着後、住まいが決ま

引いて訳して教えていたが、量が多くてだんだんそれも追い付

るまでの約10日間、パリ中心街の台所付きホテルに泊まったの

かないようになり……。しかし、1年、2年とたつうちに子ども

だが、ガスレンジの点火がワンタッチでなく、お湯も沸かせな

たち自身で何とか対応できるようになり、それぞれ無事に進級

い。スーパーマーケットに行って「マッチ」と言っても通じな

することができた。外国で暮らすということは、自分自身はも

い。到着2日目に車を購入したら、その日のうちに郊外にある

とより家族にとっても衝撃的な経験で、さまざまな苦労や困難

上司の家に招待され、道も分からず大パニック。仕事では、そ

に直面する。しかし、家族みんなでこれらを乗り越えることに

れまで使ったこともないスーパーコンピュータでの原子力燃料

よって、家族の絆もいっそう強まるのではなかろうか。

の需要予測を任され、オタオタ。さらには英国人の同僚に「お
まえの英語は発音が悪くてちっとも分からん」とさんざん嫌味

いずれにしても今や人生80年、2～3年寄り道をしても損には

を言われる始末。このように、数え切れないほどの失敗や苦労

ならない。むしろ得るものの方が多いと感じている。それにし

をしたのである。でも根が鈍感なのか、不思議なもので、日本

ても6年も外国にいたのに、どうして英語が上達しなかったの

に帰りたいとはまったく思わなかった。仕事はともかく、パリ

か、私自身不思議で仕方がない。

での人々の暮らし、欧州各国の風景、歴史的遺産、さまざまな
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