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研究最前線

トポロジカル・カレントで、
省電力デバイスの新原理を築く
パソコンが稼働中にすぐに熱くなるのは、
デバイスを流れる電流が

不純物

電気抵抗を受けて熱が発生するからだ。
その分、電力が無駄になっている。

ジュール熱

ながおさ

永長直人チームリーダーは、
室温の普通の物質に、熱の発生しない
“トポロジカル・カレント” という電流が
流れることを理論的に見いだした。

電子

そして、トポロジカル・カレントを利用して
電力をほとんど消費しない

A：オーミック電流のイメージ

省電力デバイスの新原理を

オーミック電流は、電子がパチンコ球のように
粒子として移動するイメージ。固体中の不純物
に電子が衝突すると、ジュール熱を発生する。

築くことを目指している。

固体中の電子系に量子力学の現象が現れる
永長直人チームリーダー（TL）は1976年、東京大学理学

ヒルベルト空間のトポロジー理論です」

部に進学した。
「入学後、数学や化学などいろいろな分野を

その理論では、固体の電子状態を、抽象的な数学で記述さ

学び、自分の適性を見極めようとしました。どれくらいの抽

れるヒルベルト空間の図形として表現する。それをトポロ

象度の世界で能力を発揮できるかは、人それぞれです。純粋

ジー（位相幾何学）という図形の不変的性質を探る幾何学で

数学は私には抽象度が高過ぎました。また、素粒子物理は、

分析する。

理論を実験で実証することが難しい世界になっていました。

「ヒルベルト空間では、量子ホール効果を示す電子状態は、
くい

そこで、理論と現実世界が結び付いている物性物理の理論研

ひもが杭を取り巻いている図形に対応します（図1）
。そのと

究へ進むことにしました」

き、ひもが杭を取り巻く回数は、0回、1回、2回……、と整

20世紀後半、物性物理は固体中の電子状態を説明する“バ

数になります。1.1回や0.9回という小数はあり得ません。こ

ンド理論”によって進展した。そして、バンド理論に基づく

の0、1、2……という整数を、図形の不変的な特徴を示すト

トランジスタなどのデバイスが発明され、それらのデバイス

ポロジカル・ナンバーと呼びます。量子ホール効果で量子力

を組み込んだコンピュータをはじめとするさまざまな情報機

学の基本定数に基づく値の整数倍の電気伝導度が現れるの

器が、私たちの社会や暮らしを大きく変革した。

は、トポロジカル・ナンバーが整数だからだ、と理論家たち

「1970年代には、固体の物性はほぼ分かったと考えられる

は説明しました。ヒルベルト空間という非常に抽象的な数学

ようになりました。ところが1980年代に、従来の理論では

の世界が、電気伝導度というマクロスケールの現実世界と結

説明できない大発見が二つあったのです。一つは、1980年

び付いていることが、初めて分かったのです」

に発見された量子ホール効果です」

「1980年代のもう一つの大発見は、高温超伝導です」と、

量子ホール効果とは、半導体と絶縁体の界面など2次元平

永長TL。超伝導とは、極低温で物質中の電気抵抗がゼロにな

面上を動く電子系に磁場をかけたとき、ある方向の電気伝導

る現象だ。1986年、それまでよりも高い温度で超伝導状態

度が量子力学の基本定数に基づく値の整数倍になる、という

になる高温超伝導体が銅酸化物で発見された。超伝導も量子
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現象だ。
「不純物も含まれる半導体のマクロスケールの世界
4

2

れを説明するために、物性物理の理論家が持ち出したのが、

4

4

力学がマクロスケールで現れる現象の一種だ。しかし、なぜ

において、原子や電子のようなミクロの世界を記述する量子

電気を通しにくい銅酸化物のような物質で高温超伝導が起き

力学の法則がきれいに現れることが、大きな驚きでした。そ

るのか、そのメカニズムについては発見から四半世紀がたっ
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B：トポロジカル・カレントの電流の
イメージ

オーミック電流と
トポロジカル・カレント
の電流

トポロジカル・カレントの電流は、波が干渉し
て山が高くなったところに電子があり、干渉パ
ターンが変化することで電子が移動するイメー
ジ。電子が波として移動するので、ジュール熱
は発生しない。

イラスト：吉原成行

た現在でも論争が続いている。

2000年、永長TLたちは、異常ホール効果（強磁性体特有

「私も高温超伝導のメカニズムを解明する理論研究を1980

のホール効果）という、そのメカニズムについて100年以上

〜90年代に続けました。そして、量子ホール効果だけでなく

論争が続いていた現象が、ヒルベルト空間のトポロジー理論

高温超伝導も、ヒルベルト空間のトポロジー理論で説明でき

で説明できることを世界に先駆けて提唱し、量子ホール効果

ることを見いだしました」

と同様の原理が働いていることを示した。
「2003年にはその

室温の普通の物質にも量子力学の現象が現れる
2000年代に入り永長TLは、
「私のこれまでの研究の中で、
物理学への最大の貢献です」と語る理論的な発見を成し遂げ
た。
「量子ホール効果や高温超伝導のような特殊なケースだ

概念をスピン流（スピンについては後述）に拡張して、トポ
ロジカルなスピンホール効果を最初に指摘し、2005年には
量子スピンホール効果という現象が絶縁体でも起きることを
予言しました」
その永長TLたちの研究を発展させる形で、米国の理論家が

けでなく、室温の普通の物質にも、量子力学の現象が普遍的

“トポロジカル絶縁体”という新しいタイプの物質が存在し、

に現れることに、おそらく世界で最初に気付いたのです。こ

陽子の1836分の1という質量を持つ電子がトポロジカル絶縁

れまで、量子力学の現象がきれいな形で現れるのは、宇宙誕
生のビッグバンのような超高温の世界や、極低温の世界だけ
だろうと信じられてきました。しかし、ヒルベルト空間のト
杭

ポロジー理論による研究により、さまざまな量子力学の現象
が室温の物質中でも現れることを発見したのです」
永長TLはその発見を機に、研究スタイルを180度転換した。
「それまでは、高温超伝導のように実験で発見された現象を
理論で説明する研究を進めていました。しかし、それ以降は、
ヒルベルト空間のトポロジー理論で予言を行い、実験家に実
証してもらうスタイルに転換しました」
永長TLは、ヒルベルト空間のトポロジー理論でどのような
予言をしてきたのか。その例をいくつか紹介しよう。

ひも
0

1

2

図1 トポロジカル・ナンバー
ひもが杭を取り巻く回数、0回、1回、2回……という数は、ひもがつくる図形の
不変的な特徴を示す。このような数を、トポロジカル・ナンバーと呼ぶ。
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トポロジカル・カレントで省電力デバイスをつくる

室温の普通の物質中に、
トポロジカル・カレントによって引き起こされる
未知の現象がたくさん潜んでいるはずです。
私は、トポロジカル・カレントのフロンティアを
開拓し、新しい分野を創成したいのです。

永長TLは、2007年に交差相関理論研究チームを、2010年
に強相関理論研究チームを理研に立ち上げた。
「物性の99％
は、X線の横ずれ現象のように、可視光やX線などの電磁場と
固体の相互作用で現れます。これまで、固体中の電子系と外
部の電磁場の相互作用を記述する物性理論がつくられてきま
した。ヒルベルト空間のトポロジー理論では、固体中の電子
系が独自の電磁場をつくり、それが外部の電磁場と相互作用
すると考えます。それが新しい物質観です。私たちはその固
体中の電子系がつくる独自の電磁場を人工的に設計すること
で、新しい原理のデバイスをつくることを目指しています」
永長TLたちは、どのようなデバイスを実現しようとしてい
るのか。
「パソコンを使っていると、すぐに熱くなりますよね。
それはデバイスに流れる電流が電気抵抗を受けてジュール熱
を発生するからです。その分、電力は無駄になっています。
私は実験家と緊密に連携しながら、そのような無駄を抑え、
電力をなるべく消費しないデバイスの原理を築くことを目指
しています」
そもそもなぜジュール熱は発生するのか。
「オームの法則
に従って電気抵抗を受ける普通の電流をオーミック電流と呼

永長直人

撮影：STUDIO CAC

Naoto Nagaosa

和光研究所 基幹研究所
交差相関物性科学研究グループ 交差相関理論研究チーム
強相関量子科学研究グループ 強相関理論研究チーム
チームリーダー
1958年、兵庫県生まれ。理学博士。東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻 博士学位
取得。1998年より東京大学大学院工学系研究科 教授（現職）
。産業技術総合研究所 強相
関電子技術研究センター チーム長を経て、2007年より理研基幹研究所 交差相関理論研究
チーム チームリーダー、2010年より強相関理論研究チーム チームリーダー。

びます。量子力学によると、電子は粒子とともに波の性質が
あります。オーミック電流の電子は粒子の性質が強く、パチ
ンコ玉が動いているイメージです。パチンコ玉のような電子
が動いて固体中の不純物などに衝突することで、電気抵抗を
受けて熱が発生するのです」
（タイトル図A）
電 気 抵 抗 が ゼ ロと な る 超 伝 導 体 を デ バ イス に 使 え ば、
ジュール熱は発生しない。しかし現在のところ室温で超伝導
が起きる物質は発見されていない。超伝導を利用するにはデ
バイスを極低温まで冷やさなければならず、その冷却にエネ

体の端や表面では質量ゼロの粒子として流れる、と予言した
（図2上）
。そして実際に、その現象が実験で確かめられた。ト

ルギーが必要だ。
「私は2000年以降の研究で、ヒルベルト空間のトポロジー

ポロジカル絶縁体にはさらに未知の現象が潜んでいると考え
られ、大きな注目を集めている（本誌2010年7月号「研究最前線：
トポロジカル絶縁体・超伝導体と質量ゼロの粒子の不思議な世界」参照）
。

「ヒルベルト空間で考えると、トポロジカル絶縁体は表裏の
ないメビウスの輪の形をしています（図2下）
。トポロジカル絶
縁体で電子が質量ゼロの粒子として流れることも、ヒルベル
ト空間のトポロジー理論で説明できる現象の一種です」
電子だけではなく、光にもトポロジカル理論は応用できる。
2004年、永長TLらは光の反射・屈折の際に現れる横方向のシ

真空
トポロジカル絶縁体

アップスピンの電子

フト（光のホール効果）を予言し、さらに2006年には東京大
けい

学の永長研究室で学んでいた澤田 桂 特別研究員（現・理研
放射光科学総合研究センター データ処理系開発チーム）らと、
ひず

直進する性質を持つX線が、歪んだ結晶の中で大きな横ずれを
起こす、と予言した。その後、理研に入所した澤田 特別研究
員は、大型放射光施設“SPring-8”を使って、X線が5mmも
横ずれする現象を2010年に観測し、予言の実証に成功した
（図3）
。その横ずれは、X線の波長の100万倍にも達する。
4
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ダウンスピンの電子

イラスト：吉原成行

図2 トポロジカル絶縁体とメビ
ウスの輪
トポロジカル絶縁体の端には、質量ゼ
ロとして流れるアップスピンとダウン
スピンの電子が現れる。トポロジカル
絶縁体の電子系は、ヒルベルト空間で
はメビウスの輪の形をしている。

メビウスの輪

理論により、室温の普通の物質に、ジュール熱の発生しない

：X線波束の重心位置

入射

“トポロジカル・カレント”が広く存在するという確信を得る

：X線の波面の向き
：X線の進行方向

に至りました」
永長TLは、固体中を流れる電流には、オーミック、超伝導、
そしてトポロジカル・カレントの3種類があることを世界で

試料の縁
歪んだ結晶

最初に指摘したのだ。では、ジュール熱の発生しないトポロ

歪み領域でのX線の横ずれ

ジカル・カレントの電流とはいったい何か。
「池に小石を二つ投げ込んだシーンを想像してください」と
永長TL。
「二つの波紋が広がってぶつかり、波が互いに強め
合って高くなったり、弱め合って低くなったりする干渉が起

横ずれしたX線

出射

図3 歪んだ結晶におけるX線の横ずれ
SPring-8により、歪んだ結晶でX線が5mmもの巨大な横ずれ現象を起こすこと
が観測され、永長TLらの予言が実証された。

きます。その波の高いところに電子が存在します。そして干
渉パターンを変化させることで電子の位置が移動します。そ
れがトポロジカル・カレントの電流のイメージです（タイトル
図B）
。電子が波として移動するのでジュール熱は発生しませ

乱された
スピンの向き

ん。固体中の電子系がつくる独自の電磁場の干渉パターンを、
外部からのわずかな力で変化させて、トポロジカル・カレン

元のスピンの向き

トの電流を流すことができます」

スピン流を利用する
トポロジカル・カレントの電流が、室温の普通の物質に流
れることは、すでに実験で確かめられている。
「ただし、トポ
ロジカル・カレントの電流が流れるとき、多くの場合、同時

図4 ヒルベルト空間に保存されていたスピンの向き
スピンの向き（青い矢印）をそろえた電子を固体中に流しても、スピンの向きは
乱されてさまざまな方向を向いて情報が失われてしまう（赤い矢印）
。ところが、
消失すると思われていた元のスピンの向きはヒルベルト空間に保存されており、
その情報を取り出せることを、永長TLたちは理論的に発見した。

にオーミック電流も流れてジュール熱が発生し、電力が無駄
になってしまいます。オーミック電流が流れるのを極力抑え、
スピンの向きを情報として利用する際、そのスピンの向きが

トポロジカル・カレントの電流だけが流れるようにした物質
がトポロジカル絶縁体です。ただし、トポロジカル絶縁体は

保存される必要がある。
「しかし固体中では、電子が移動する

特殊な物質なので、もっと普遍的な物質に起きる現象を利用

うちにスピンの向きが乱されて情報が消えてしまうことがスピ

することを考えています。例えば、電流ではなくスピン流を

ントロニクスの大きな障害となっています。ところが、消失す

利用することも検討しています」

ると思われていた元のスピンの向きがヒルベルト空間に保存さ

まずスピンについて説明しよう。電子は電荷とともに、地

れており、その情報を取り出せることを私たちは理論的に発見

球の自転に似た運動量を持つ。それがスピンだ。スピンには、

し、今年6月に発表しました」
（図4）
。この発見は、スピントロ

右回りの自転に対応するアップスピンと、それを反転させた

ニクスの進展にブレークスルーをもたらすことだろう。

ダウンスピンの2種類の向きがある。
従来の電子工学では、電子の電荷を主に利用してきた。例

ヒルベルト空間と現実世界を結び付ける

えば、電荷の流れである電流が流れるか流れないかを0と1に

「高校生のとき、アインシュタインに影響を受けて相対論を

対応させて情報処理を行っている。その電荷に加えて、スピ

独学で学びました。そして、相対論を記述する抽象的な数学

ンの向きも情報として利用する“スピントロニクス”の研究

の世界が現実の物理現象と結び付くことに、大きな驚きを覚

が盛んに行われている。電源を切ってもスピンの向きにより

えました」と振り返る永長TL。

情報を高密度に記録するメモリーがすでに実用化されてお

永長TLたちの研究により、ヒルベルト空間という抽象的な

り、さらにスピンをうまく利用することで、高性能で省電力

数学の世界と現実世界を結び付けた新しい原理の省電力デバ

のデバイスが実現できると期待されている。

イスが発明され、持続可能な社会の実現に貢献することが期

それでは、スピン流とは何か。それはとてもイメージがし
にくい現象だが、電子の電荷の流れが電流であるのに対して、

待されている。


（取材・執筆：立山晃／フォトンクリエイト）

スピンの流れがスピン流だ。
「そのスピン流にも、オーミック、
超伝導、そしてトポロジカル・カレントの3種類があります。
私は電流が流れない絶縁体に、トポロジカル・カレントのス
ピン流を流すことで新しい現象を引き起こし、それをデバイ
スに利用することを考えています」

関連情報

2012年6月15日プレスリリース
「失われた電子スピンの情報が、実は保存されていたことを発見」
2010年6月10日プレスリリース
「歪み単結晶に照射したX線が、巨大な横ずれを引き起こす現象を観測」
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研究最前線

無限小変位ガウス・ローブ法で
新しい物理を暴き出す
地球上に安定して存在している原子核は普通、陽子と中性子で構成されている。
それらの相互作用については、理解が進んでいる。一方、宇宙には、ハイペロンという
粒子を含む原子核 “ハイパー核” が存在すると考えられている。
最近、加速器によってハイパー核を人工的につくることができるようになったが、陽子や中性子とハイペロン、
ハイペロンとハイペロンの相互作用については、ほとんど理解が進んでいない。
ひ やま

理研仁科加速器研究センターの肥山詠美子准主任研究員は、自らが開発し改良を重ねてきた
“無限小変位ガウス・ローブ法” という計算法を駆使し、原子核を構成する
粒子と粒子の間に働く力を精密に解き、ハイパー核の構造を明らかにしようとしている。
肥山准主任研究員の狙いはハイパー核物理学だけではない。
「この計算手法をあらゆる物理学の分野に適用し、
新しい物理を切り拓いていきたいのです」
。
理論と実験の連携によって見えてきた新しい物理を紹介しよう。

3体問題、4体問題は難しい

＋ y2 ＋ z
x
2

2

＋A

く結合する場合など、9通りに増える（タイトル図）
。具体的に

「これが私の研究戦略です」
。そう言って、肥山准主任研究

は、量子力学において粒子の振る舞いを記述するシュレー

員は、1枚の図を示した（図1）
。
「私がつくった計算法“無限

ディンガー方程式に、それらすべての可能性を取り入れて解

小変位ガウス・ローブ法”を物理学のいろいろな分野に適用

いていくのだが、3体系では“6変数の2階偏微分方程式”
、4

して、新しい現象を予言し、発見し、解明することで新しい

体系では“9変数の2階偏微分方程式”という複雑な式を解か

物理を切り拓く。その結果、計算法が発展し、別の分野の新

なければならない。

しい問題にそれを適用して、さらに新しい物理を暴き出して

「3体以上の多体問題を解くことはとても難しく、それを精

いく。この研究戦略はずっと温めていたもので、理研に来て

密に解くことが原子核物理の最前線の課題の一つになってい

ようやく実現できそうです」

ます。私が学んだ九州大学では、3体問題を解くことができ

無限小変位ガウス・ローブ法とは？「量子力学的な3体問題
や4体問題などの多体問題を精密に解く計算式です」と肥山

る計算法を開発していました」
肥山准主任研究員が九州大学に在籍していた1990年代前

准主任研究員（タイトル図）
。量子力学とは、原子核などミクロ

半、3体問題を精度よく解ける計算法には、米国とロシア、そ

の世界を扱う物理学である。3体問題とは3個の粒子の相互作

して1988年に九州大学が開発したものがあった。同じ問題を

用を扱う問題で、4体問題では粒子が4個に増える。
「2人のと

解くと、三者の答えは一致する。しかし、その速さが違った。

きは物事を決めやすいでしょう。でも3人になると、いろいろ

米国とロシアの計算式は答えが出るまでに10時間かかるが、

な思惑が働いて問題が複雑になります。もう1人加わると、

九州大学の“ガウス関数展開法”はわずか3分で答えが出る。

もっと複雑になります。それと同じように、2体問題は簡単で

「学部3年生のとき、ガウス関数展開法を開発した上村正康

すが、3体問題、4体問題になると格段に難しくなるのです」

教授の原子核物理学の講義でその話を聞きました。
“ガウス

2体問題は、2個の粒子が固く結合しているか、緩く結合し

関数展開法は誰でも使いやすいので、この方法をマスターす

ているかの2通りだけだ。3体問題では、3個すべてが固くま

れば早くから世界最前線の研究ができる”という言葉に惹か

たは緩く結合する場合と、2個が固く結合して1個が緩く結合

れて、この世界に足を踏み入れたのです」

する場合が3通りあるから、全部で5通りだ。4体問題では、
4個すべてが固くまたは緩く結合する場合、2個ずつ固く結合
して2グループに分離する場合、3個が固く結合して1個が緩
6
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無限小変位ガウス・ローブ法を開発
肥山准主任研究員は、大学4年生のときに原子核理論研究

X2

多体問題を精密に解く
無限小変位ガウス・ローブ法
複数の粒子の相互作用を解くことを多体問題と呼ぶ。
粒子間の相互作用は、量子力学において粒子の振る舞
いを記述するシュレーディンガー方程式を解いていく。
3体系では “6変数の2階偏微分方程式”、4体系では “9
変数の2階偏微分方程式” という複雑な式になる。無
限小変位ガウス・ローブ法は、その複雑な式を簡単に
精密に解くことができる。

2
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2
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室に所属し、上村教授との研究を行うために迷わず大学院に

た。
“陽子2個と中性子2個で構成されるヘリウム4（4He）の

進学した。
「修士1年生の7月ごろから本格的に3体問題に取り

原子核のエネルギーや波動関数を求めよ”というのが問題だ。

組み始めたのですが、
“誰でも使いやすい”といわれた計算

得られた答えを、取りまとめをしている研究者に一斉に電子

式が、私にはとても使いにくく、途方に暮れていました。球

メールで送る。直ちに論文にまとめられ、科学雑誌『Physical

面調和関数という計算がとても面倒なのです」

Review』に投稿された。参加グループは、そこで初めてほ

肥山准主任研究員は、球面調和関数を使わなくてよい、簡
単な方法を探してみようと考えた。すると、すぐ見つかった。
「ガウス・ローブ法です。1960年代に開発されたもので、教

かのグループの答えを知る。
「このテストはとてもストレスがたまります。結果がばらば
らになり、どれが正解か分からないこともあるでしょう。一

科書にも“修士の学生に一番使いやすい方法だ”と書いてあ
りました。よしよし、と思いながら読み進めると、
“修士の
学生の練習問題にはよいが、いくつかの問題があるため3体
問題には使えない”とあったので、がっかりしました。でも、
その問題を解決すればいいんだと思い直したのです」
上村教授とも議論を重ね、ついにガウス関数展開法を発展
させた“無限小変位ガウス・ローブ法”を開発。1996年の

不安定核
物理

適用・貢献

計算法の
発展

宇宙・天体
核物理

ハイパー核
物理

“ 無限小変位ガウス・ローブ法 ”

（量子力学的3体、4体、5体問題を
精密に解く方法）

ことだ。
「ガウス関数展開法より計算が容易になるだけでな
く、それでは解くことができなかった複雑な3体問題、さら
には4体問題も解けるようになりました」

国際計算テストを実施
2001年、4体問題についての国際計算テストが行われた。
当時、4体問題が解けるのは世界で7グループだけだった。肥
山准主任研究員のグループもその一つだ。各グループはそれ
ぞれ独自の計算式を用いており、信頼性を試そうと企画され

少数粒子系
物理

ミュオン触媒
核融合

ハドロン
物理

図1 肥山ストレンジネス核物理研究室の研究戦略
肥山准主任研究員が開発した “無限小変位ガウス・ローブ法” を中心に据え、
それをハイパー核物理や宇宙・天体核物理など、物理学のさまざまな分野に適
用して、その理解に貢献する。さらにフィードバックすることで、計算式を発
展させていく。

November 2012 RIKEN NEWS

7

自分で開発して改良をしてきた計算法を
携えて世界中を飛び回り、議論しています。
理論家は皆さんが思っている以上に
アクティブです。

用です」と肥山准主任研究員。
「普通の原子核は陽子と中性子、
この2種類の粒子で構成されています。ハイパー核とは、陽
子と中性子に、ハイペロンという粒子が加わった原子核です
（図2）
。原子核を超えたということで、
“ハイパー核”と名付
けられました」
では、ハイペロンとは何か。陽子や中性子は3個のクォーク
で構成されている。そのクォークは、アップ、ダウン、ストレ
ンジ など6種 類 ある。陽 子はアップ クォーク2個とダ ウン
クォーク1個、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2
個で構成されている。ハイペロンも3個のクォークで構成され
ているが、少なくとも1個のストレンジクォークを含むものを
いい、ラムダやシグマ、グザイなどいくつかの種類がある（図
。ただし、ハイペロンは地球上には自然に存在しない。スト
2）
レンジクォークは不安定で、ハイペロンの寿命は10億分の1秒
より短いからだ。地球上でハイペロンをつくるには、加速器
で高エネルギーの粒子を衝突させる必要がある。
かく し

陽子と中性子は“核子”と呼ばれ、核子と核子の相互作用
については、湯川秀樹博士が提唱した中間子論や、標的の核
子に別の核子を当てて運動の変化を調べる弾性散乱実験に

肥山詠美子

Emiko Hiyama

撮影：STUDIO CAC

よって理解が進んでいる。しかし、ハイペロンと核子の相互
作用、ハイペロンとハイペロンの相互作用はほとんど分かっ

和光研究所
仁科加速器研究センター 理論研究部門
肥山ストレンジネス核物理研究室 准主任研究員

ていない。
「核子と核子の弾性散乱実験は4000例以上ありま

1971年、福岡県生まれ。博士（理学）
。九州大学理学部物理学科卒業。九州大学大学院
理学研究科博士課程修了。理研ミュオン科学研究室 基礎科学特別研究員、高エネルギー
加速器研究機構助手、奈良女子大学理学部物理科学科助教授を経て、2008年より現職。

ロンは1例もありません。だからこそ、ハイパー核における

すが、ハイペロンと核子はわずか40例、ハイペロンとハイペ
粒子の相互作用を精密に解く必要があるのです。それによっ
て、どのような実験をすべきかを提案することもできます」
肥山准主任研究員は、無限小変位ガウス・ローブ法を用

番恐ろしいのは、私たち以外のグループの答えが一致し、私

いてハイペロンと核子の相互作用を精密に解き、リチウム6

たちの答えだけが大きく外れてしまうことです。ドキドキし

（6Li）の原子核にハイペロンのラムダを入れると、原子核が

ながら論文を読みました」
。結果は？「7グループの出した答

20％縮むと予言した。その予言に基づき、実験の研究者がリ

えが、とてもよく一致していました。私たちの手法も含めて、

チウム6にラムダが入ったハイパー核をつくって調べたとこ

信頼性が確かめられたのです」
肥山准主任研究員は計算式に改良を加え、5体問題まで解

ハイペロン

けるようになった。現在、世界で5体問題を解けるのは、肥
山准主任研究員のグループを含めて5グループだ。6体問題は
3グループと、解けるグループは減っていく。最高は10体問
題で、それが解けるのは世界で1グループしかない。
「この1〜2年で6体問題を解けるようにして、まだ誰もやっ
ていない11体問題まで達成したい」と肥山准主任研究員は意
気込む。
「自分で開発して改良をしてきたこの方法にプライド
を持っています。私たちの手法は、粒子と粒子の距離が近い

n

u

n

p

u

普通の原子核

p

n

n

p

Λ

強い相互作用だけでなく、粒子と粒子が離れている弱い相互
作用も同時に扱うことができるという、ほかの手法にはない

p

n

Λ

Λ

p

n

ても、その相互作用を精密に解くことができます」

ハイパー核は縮んでいる
「現在、一番力を入れているのが、ハイパー核物理への適
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ダブルハイパー核

d

陽子（p）

u

ハイパー核

利点があります。そのため、粒子がどのような構造をしてい
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ラムダ（Λ） グザイ（Ξ）
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シグマ（Σ） オメガ（Ω）

図2 ハイパー核とハイペロン
普通の原子核は、陽子（p）と中性子（n）で構成され
る。ハイペロンを1個含むものをハイパー核、2個含
むものをダブルハイパー核と呼ぶ。陽子、中性子、ハ
イペロンはいずれも3個のクォークから構成される。
陽子と中性子を構成するのは、アップクォーク（u）と
ダウンクォーク（d）である。ハイペロンは1個以上の
ストレンジクォーク（s）を含むものをいい、ラムダ
（Λ）
、シグマ（Σ）
、グザイ（Ξ）
、オメガ（Ω）がある。

ろ、原子核が19％縮んでいることが明らかになった。理論に
よる予言、実験の提案、実験による検証。それがうまく回っ

Λ

てハイパー核の理解が進んだ画期的な例である。
いう興味が出てきます」と肥山准主任研究員。2009年、茨

p

城県にある高エネルギー加速器研究機構（KEK）が、陽子4個、

を含む原子核“ダブルハイパー核”をつくった例はとても少
なく、これが世界で8例目である。
肥山准主任研究員は2010年、このダブルハイパー核におけ

n

n

n

単純化

p
p

中性子5個、ハイペロンのラムダ2個から成るベリリウム11
（11Be）の原子核をつくり出すことに成功。2個のハイペロン

Λ
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n

「ハイペロンが2個入ったらどうなるのだろう？ 当然、そう

Λ

Λ
n

α

p

α

図3 2個のハイペロンを含むベリリウム原子核の模式図
この原子核は、陽子（p）4個、中性子（n）5個、ハイペロンのラムダ（Λ）2個
の合計11個の粒子から成る（左）
。相互作用の理論計算を簡単にするため、2個の
ヘリウム原子核（α、陽子2個と中性子2個から成る）
、1個の中性子、2個のラム
ダの5体系として単純化した（右）
。

る粒子間の相互作用を精密に解くことに世界で初めて成功し
た。しかし、原子核を構成している粒子は11個だ（図3左）
。無
限小変位ガウス・ローブ法で解けるのは5体系までではない
か。
「陽子2個と中性子2個から成るヘリウム原子核2個と、中

にも役立つと期待されています」

理論と実験がタッグを組む

性子1個、ハイペロンのラムダ2個の5体系に単純化して計算

理論家というと、どのようなイメージを持っているだろう

しました（図3右）
。11体系をそのまま解ければそれに越したこ

か。
「研究室に一人で閉じこもって、紙に数式を書いて計算

とはありません。しかし、実験の精度を考えると、5体系に単

したり、パソコンに向かっていたりしている。そういうイメー

純化しても問題ないと分かっていました。どこまで単純化す

ジを持たれることが多いですが、実際は、多くの時間を研究

ることが許されるのか、現実的な時間で解くにはどこまで単

者同士の議論に費やします。一人で考えているとよからぬ

純化すべきかを見極めることも、理論研究では重要です」

方向に突っ走ってしまうことがあるので、議論して方向が間

計算の結果、ハイペロンが2個加わると、ベリリウム原子
核が8％縮むことが明らかになった。一方、ダブルハイパー

違っていないかを確かめながら進めていくのです。共同研究
者のいるところであれば世界中に出掛けていきます」

核がどのくらい縮んでいるかを実験的に確かめることは、ま

共同研究者には実験家もいる。
「理論家が予測して実験家

だできていない。2014年、KEKの大 強 度陽 子 加速 器 施 設

が確かめる。一回の実験で予測とぴったり合えば、うれしい。

（J-PARC）でダブルハイパー核を大量につくる実験が始まる。

でも、違ったら、何か新しい物理があるのかもしれない。そ

それにより、ダブルハイパー核における縮む効果が明らかに

れを追究していくことも、また楽しい。理論を修正して、実

なり、理論と比較できると期待されている。

験で検証して……、その繰り返しです。実験がなければ理論

肥山准主任研究員はJ-PARCの実験に大きな期待を寄せ
ている。
「ハイペロンのうちグザイを含むハイパー核はまだ

は発展しません。逆に理論がなければ実験も発展しません。
物理の進展には、理論と実験の両方が必要なのです」

見つかっていません。その探索も重要なテーマです。私は

「世界で誰もやっていない多体問題を解きたい」という肥山

J-PARCの実験に共同研究者として加わり、理論の立場から、

准主任研究員。それには計算式の発展とともに、コンピュー

グザイを含むどのようなハイパー核が見つかるかを予言し、

タの性能向上も重要だと指摘する。
「残念ながら、多体系を

実験をガイドしようとしています」

精密に解くには、あのスーパーコンピュータ『京』でさえ、

ハイパー核から中性子星の内部を探る

性能が足りません。今後の進化に期待したいですね。そして、
何体問題までいけるのか、限界まで究めたいのです」
そして肥山准主任研究員には今、夢中になっていることが

「ハイパー核物理は、宇宙・天体核物理へとつながります」
と肥山准主任研究員。太陽の質量の10倍以上の恒星は、一生

ある。
「冷却原子です。極低温でヘリウム4原子が4個集まっ

の最後に超新星爆発を起こす。恒星をつくっていた物質の多

た4体系の構造を、最近解き明かしました。3個が強く相互作

くは宇宙空間に吹き飛ばされるが、中心に中性子星が残るこ

用して近くにあり、1個が遠くにある。そんな構造です。昨年

とがある。中性子星は半径10kmくらいと小さいが、重さは

から始めてすでに論文が3本掲載されました。今後は、5体系

太陽の1.5倍もある。角砂糖1個の大きさで、10億トンにもな

にも応用する予定で、計算はすでに準備的段階で着々と進め

る。中性子星はたくさんの中性子と少しの陽子で構成される

ています。ぜひ今後の研究成果を楽しみにしていてください」

が、異様な密度の大きさから、ハイペロンも安定して存在し



（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

ていると考えられている。
「中性子星の内部構造はどうなっているのか。それが宇宙・
天体核物理の最もホットな課題です。私たちのハイパー核に
おける粒子の相互作用の計算は、中性子星の内部構造の理解

関連情報

2010年9月17日『RIKEN RESEARCH』ストレンジネスを含んだ原子核物理
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特集

マイクロバイオーム研究を
推進し、健康と環境に貢献する
Japan Collection of Microorganisms（JCM）は、理研和光研究所に1981年
に設立されて以来、生命科学の基盤となる微生物の収集・保存・品質管理・提供
事業を進めてきた。2004年に組織改編により、微生物材料開発室として理研バイ
オリソースセンター（BRC）に編入。今年、JCMは拠点を理研筑波研究所へ移転し、
これでBRC所属のすべてのグループが一ヶ所に集結した。
こうくう

ヒトには、腸内や口腔内、皮膚などに1000兆個もの微生物が共生し、それら微
生物の遺伝子の総数は300万以上に及ぶと推計されている。人体や植物の根の周
囲など、ある場所に共生する微生物全体を、マイクロバイオーム（あるいはミク
そう

ロビオーム、Microbiome、微生物叢 ）と呼ぶ。この10年の研究の進展により、
ヒトの健康や植物の成長に、マイクロバイオームが大きな影響を及ぼしているこ
とが分かり始めてきた。微生物材料開発室の大熊盛也室長は移転を機に、BRCの

（古細菌）
、糸状菌や酵母など、2万以
上の株を保存しています。
微生物の大きな特徴は、種の多様性
です。昆虫も種が多いといわれますが、
微生物同士の種の隔たりは非常に大き
く、昆虫と植物くらい懸け離れていて、
ゲノム（全遺伝情報）では１割ぐらい
しか共通性がない多様な種が至る所に
生息しています。JCMの特徴は、それ
ぞれの種を代表する基準株の寄託数が
多いことです。バクテリアとアーキア
を 合 わ せ た 基 準 株 の 年 間 寄 託 数 は、
2011年度に313株と世界2位。国内だ
けでなく、中国や韓国などアジア諸国

ほかのグループとの連携を強化し、マイクロバイオームを健康や環境問題の解決

からも数多く寄託されています。30年

に役立てる研究を推進しようとしている。

間かけて築き上げてきたJCMのブラン
ド力、信頼の証しです。

■年間寄託数、世界第2位

的単純で実験しやすい微生物が、早く

■培養困難な微生物の研究を推進する

──JCMはどのような経緯で設立された

から使われてきました。そして、DNA

──今後の課題は。

のですか。

に書かれた遺伝情報が読み取られてタ

大熊：この10年で微生物研究は、大き

大熊：現在ではマウスやシロイヌナズ

ンパク質がつくられる過程や代謝の仕

く様変わりしました。従来、微生物を

ナなど、さまざまな生物が実験材料と

組みなど、現在の生命科学の基礎とな

分離・培養することで、その性質が調

して利用されていますが、細胞が比較

る知見が、微生物を使った研究により

べられてきました。遺伝子を解析する

得られました。

場合にも、微生物を分離・培養して増

基礎研究に用いる微生物を保存・提

やし、たくさんの量のDNAを得る必要

供する専門機関は、欧米などで日本よ

がありました。しかし多様な微生物の

りも先行して整備が進められてきまし

うち、現在の技術で培養できるのは全

た。日本では1970年代まで、大学や

体のわずか1％程度で、残りの99％は

研究者が個別に対応している状況だっ

培養が困難です。

たのです。そのような中、1981年、日

ところが近年、ある場所に生息する

本で初めて基礎研究を主目的として微

微生物群集からまとめてDNAを取り

生物を収集・保存・品質管理・提供す

出して解析することで、どのような種

る専門機関として、JCMが理研和光研
究所に設立されました。

図

ヤマトシロアリのマイクロバイオーム

画像は、ヤマトシロアリ腸内のさまざまな原生生
物。1匹のシロアリの腸内には、十数種類以上の
原生生物と数百種類以上の細菌が、合計1000万個
体以上も生息している。
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類の遺伝子が存在するのかを調べる
「メタゲノム解析」と呼ばれる手法が

そして2001年にバイオリソース（生

進展し、“培養しなくても微生物を研

物遺伝資源）の総合的専門機関として

究することができる” という発想の転

理研バイオリソースセンター（BRC）

換をもたらしました。

が設立され、翌年にはオールジャパン

そして、培養せずに微生物の特定の

でさまざまな実験材料の整備を進める

遺伝子だけを研究したいという要望も

国家プロジェクト「ナショナルバイオ

高まっています。従来、JCMでは培養

リソースプロジェクト」が始まりまし

できる微生物だけを保存・提供してき

た。JCMはその先駆けとなる活動を続

ました。しかしJCMから生きた株を提

けてきたのです。

供されても、その培養に手間がかかり、

──JCMの現状は。

遺伝子の研究がすぐに始められない

大熊：バクテリア（細菌）やアーキア

ケースもありました。そこで私たちは

BRC遺伝子材料開発室（小幡裕一 室

イオームです。その数は1000兆個と、

長、BRCセンター長）と連携し、生き

人体をつくる細胞60兆個の10倍以上。

た株の提供に加えて、ゲノムDNAを

遺伝子の総数は300万以上と、ヒトの

提供するサービスを開始しました。そ

遺伝子数（2万2000）の100倍を超え

れにより、培養しなくても調べたい遺

ます。その多くは培養困難ですが、培

伝子の研究にすぐに取り組むことがで

養を介さないメタゲノム解析により、

きます。

マイクロバイオームがヒトの免疫系や

──培養困難な微生物の遺伝子も提供す

代謝系などに、とても大きな影響を及

る予定ですか。

ぼしていることが、この10年で分かり

大熊：私はシロアリの腸内に共生する

始めてきました。

微生物群の研究を進めてきました

──ヒトの健康を理解するには、ヒトだ

(図)。そしてメタゲノム解析などによ

けで なく、共 生しているマ イクロバ イ

り、木材に含まれるセルロースを分解

オームも調べる必要があるのですね。

して糖をつくる過程で働く酵素の遺伝

大熊： そうです。マイクロバイオーム

子を発見しました。ただし、その遺伝

を解析してコントロールすることで、

子はどの微生物のものか分かりませ

病気を予防したり症状を軽減させたり

ん。また、その微生物を突き止めても、

することができると期待されています。

お お く ま も り

や

大熊 盛也

筑波研究所 バイオリソースセンター
微生物材料開発室 室長

1964年、埼玉県生まれ。農学博士。1993年、東
京大学大学院農学系研究科博士課程修了。日本学
術振興会特別研究員を経て、1994年、理化学研究
所 研究員。2009年より現職。

が植物から有機物をもらう代わりに土

培養は困難です。そのような培養困難

先ほど紹介したシロアリの腸内の微

壌中の窒素やリンなどを植物へ供給す

な微生物の遺伝子を実験材料として提

生物群も、シロアリのマイクロバイ

ることで共生し、植物の成長を促進し

供してほしいという要望も増えていま

オームの一部です。そこで生み出され

ていることが古くから知られていま

す。私たちはまず、シロアリ腸内の培

ているセルロース分解系酵素を活用す

す。しかしその菌根菌ですら、いまだ

養困難な微生物群から取り出したセル

れば、木材や雑草などからバイオ燃料

に培養できていません。

ロース分解系で働く遺伝子を含む

をつくることも可能になると期待され

DNAを、実験しやすい形に調製して提

ています。マイクロバイオームには、

ムの研究を推進するために、私たちは

供する準備を進めています。

環境や健康に重要な未開拓の資源が潜

BRC実験植物開発室（小林正智 室長）

んでいるのです。

と協力して、マイクロバイオームがこ

──マイクロバイオームの研究をさらに

のような条件のときにこのような成長

進めるには何が必要ですか。

を示す、といった情報とともに実験植

──筑波研究所への移転にはどのような

大熊：例えばマウスなどの実験動物に、

物を提供する取り組みを始めたいと考

メリットがありますか。

ある薬剤を与えて薬効や副作用を調べ

えています。

大熊：BRCの細胞材料の保有数は世界

るとき、マイクロバイオームの違いに

さらに、BRCの遺伝子材料開発室や

最多。実験動物（マウス）の提供可能

よって実験結果が左右される可能性が

情報解析技術室（深海 薫 室長）とも

系統数は世界第2位。さらに実験植物

あります。しかしマイクロバイオーム

連携を深め、マイクロバイオームから

（シロイヌナズナ）と遺伝子材料におい

を構成する微生物の種類や遺伝子を統

特定の微生物を分離する技術、さらに

て、BRCは世界三大拠点の一つとなっ

一することは困難です。私たちはBRC

分離した微生物を培養して増やすこと

ています。それらほかのグループと連

実験動物開発室（吉木 淳 室長）と連

な く 細 胞1個 か ら 取 り出し た 少 量 の

携を強化できることが大きなメリット

携して、実験動物を提供するとき、そ

DNAでゲノムを解析する技術の開発

です。それにより、マイクロバイオー

の個体のマイクロバイオームの情報も

を進めたいと考えています。それによ

ムの研究を推進するための取り組み

一緒に提供する取り組みを進めていき

り、さまざまな微生物が物質や情報を

を、本格的に始めることができます。

たいと考えています。

やりとりすることで成立しているマイ

──マイクロバイオームとは何ですか。

──植物にもマイクロバイオームがある

クロバイオームの共生メカニズムの解

大熊：ある場所に生息・共生する微生

のですか。

明や、その仕組みを健康や環境問題の

物全体を指します。例えば、人体は微

大熊：植物の根の周りなどには、さま

解決に役立てる研究に、微生物バイオ

■人体に共生する微生物は1000兆個、
その遺伝子総数は300万以上

そのような植物のマイクロバイオー

生物だらけです。腸内や口腔内、皮膚

ざまな微生物が共生してマイクロバイ

リソースの整備を通して貢献していき

などにたくさんの微生物が共生してい

オームを構成し、植物の成長に大きな

たいですね。

ます。それら全体がヒトのマイクロバ

影響を与えています。例えば、菌根菌



きん こん きん

（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）
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S POT NEWS
3個目の113番元素の合成に成功

日本発の元素命名権獲得へ

2012年9月27日プレスリリース

ロシアの科学者メンデレーエフが1869年に唱えた元素周

期表。現在、全部で114種類の元素が発見されているが、
発見者はすべて欧米の科学者だ。その周期表に「日本発の
名前を書き込む」という夢が実現に近づいた。理研和光研
究所 仁科加速器研究センターの研究グループが2004年、
2005年に続き3個目の113番元素の合成に成功したのだ。
自然界に安定して存在する元素は原子番号92番のウランま
で。超ウランと呼ばれる93番以降の重い元素は、加速器を
使って人工的に合成することで、初めてその存在を確認で
きる。また104番以降の重い元素は超重元素と呼ばれてい
る。今回、合成に成功した113番元素は、前回の2個とは
異なる崩壊経路をたどり既知の原子核に到達し、113番元
素合成のより確かな証拠となる。この成果について、森田
超重元素研究室の森田浩介 准主任研究員に聞いた。

α1

α2

α3

α4

α5

113

111Rg

109Mt

107Bh

2004 年
2005 年

自発核分裂

α6

105Db

2012 年
103Lr

図

101Md

113番元素の崩壊過程

2004年と2005年に合成した113番元素は、アルファ崩壊を4回起こして原子
番号105のドブニウム（Db）に到達し、その後、自発核分裂を起こし二つの
原子核に分裂した。今回、合成に成功した113番元素は合計6回のアルファ崩
壊を繰り返し、最終的に原子番号101のメンデレビウム（Md）に到達した。

──2個目の合成から3個目までに時間がかかりましたね。

ことを確認しました。しかし、当時はボーリウム自体が既

森田：はい。ようやくという思いです。加速器を使って原

知の原子核として確定されていませんでした。また、測定

子番号30の亜鉛（Zn）を光速の10％まで加速してビーム

例が2個と少ないことも問題だったようで、結局、113番元

にし、原子番号83のビスマス（Bi）に衝突させると、核融

素の合成が国際的に認定されるまでには至りませんでした。

合が起きて113番元素が合成されます。しかし、その確率

私たちは2008～2009年にボーリウムの直接合成に成功

は約100兆分の1ととても低いのです。実験を開始したの

しています。それによって2004年と2005年に観測したも

は、2003年9月。延べ80日間ビームを照射して2004年7月、

のが113番元素の崩壊であることの確証を得ました。そし

1個目の合成に成功しました。さらに、100日間ビームを照

て今回、3個目となる113番元素を合成し、前回と異なる6

射して2個目を合成しました。2005年4月のことです。し

回の連続したアルファ崩壊を確認し、その中の5回目と6回

かし、それからが長く3個目までに延べ350日かかりまし

目のアルファ崩壊において、崩壊を始める時間とそのとき

た。丸9年です。

放出された崩壊エネルギーが、別途報告されているドブニ
ウムとローレンシウムの崩壊にそれぞれよく一致している

──超重元素の合成はどのように証明するのですか。

ことを観測しました。これらのことから私たちは、113番元

森田：超重元素は、原子核内の陽子同士の電気的反発が大

素の合成を科学的にほぼ100％証明できたと考えています。

きいため、合成してもすぐに崩壊を繰り返して安定な原子

あとは国際 機関の判断 で す。国際 純 正・応 用化 学 連 合

核に変わります。その連続して起こる崩壊を観測して、そ

（IUPAC）と国際純粋・応用物理学連合（IUPAP）が推薦

の崩壊過程ですでに存在が確認されている既知の原子核に

する6名で構成される合同作業部会で審議されます。

到達しているかを調べます。
前回の2個はいずれも、アルファ崩壊※を4回起こして原

──周期表にアジア初、そして日本発となる名前を書き込むと

子番号105のドブニウム（Db）に到達し、その後、自発核

いう夢の実現が近いですね。

分裂を起こし二つの原子核に分裂しました（図）
。ドブニウ

森 田： 今 回、 日 本 物 理 学 会 の 英 文 誌『Journal of the

ムは約33％の確率で自発核分裂を起こし、約67％の確率で

Physical Society of Japan ( JPSJ) 』に掲載した論文では、

アルファ崩壊することが知られています。今回は、ドブニ

東日本大震災で被災された方々に対する謝辞を述べさせて

ウムは自発核分裂を起こさず、さらに2回アルファ崩壊し、

いただきました。電力事情が悪く、国民の皆さんが節電な

合計6回のアルファ崩壊が起きました（ 図 ）
。その過程で、

さっているときに「われわれだけが実験を継続していいの

既知の原子核であるボーリウム（Bh）
、ドブニウム、ローレ

か」と、悩みながら実験していました。何とか結果を出せ

ンシウム（Lr）を経て、最終的にメンデレビウム（Md）に

て本当にホッとしています。

到達していることを確認できたのです。
──2004年と2005年の実験では既知の原子核を確認できなかっ
たのですか。
森田：前回の2個でも、崩壊過程でボーリウムになっている

12
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※ アルファ崩壊：アルファ粒子（ヘリウム4の原子核で、原子番号2、質量
数4）を放出してより安定な核に崩壊すること。

S POT NEWS
ヒトゲノムの80％に機能

国際プロジェクト「ENCODE」が解明

2012年9月6日プレスリリース

理研オミックス基盤研究領域（OSC）ゲノム機能研究チー

ENCODE はヒトゲノムのすべての機能要素の解析を目指

ムのPiero Carninciチームリーダーらが参加する国際プロ

し、世界5ヶ国（スペイン、米国、英国、日本、シンガポー

ジェクト「ENCODE（ENCyclopedia Of DNA Elements）
」

ル）から32の研究機関が参加して2003年にスタートした

は、私たちヒトの設計図である「ヒトゲノム」の80％の領

国際プロジェクト。日本から唯一参加した理研OSCは、独

域に、生命維持に関わる重要な機能があることを明らかに

自に開発したCAGE法を用いて、ヒトゲノム全体の遺伝子

した。疾患のメカニズム解明や新薬の開発につながる成果。

転写開始点とその発現量を調べた。その結果、約6万2000

ピ エ ロ

カ ル ニ ン チ

エ ン コ ー ド

の遺伝子転写開始点を同定し、転写調節に関わるゲノム領
ゲノムの実体であるDNAには遺伝子があり、その情報が

域の詳細な解析に貢献した。

RNAに転写されてタンパク質がつくられる。ヒトゲノムは
2003年に解読完了が宣言されたが、その時点では遺伝子

この成果は、ヒトゲノムの機能のさらなる詳細な解析を可

はDNA全体の約2％にすぎず、大半は「がらくた」と考え

能にする質と量を備えた、貴重なデータベースとなった。

られていた。
『Nature』2012年9月6日号掲載

ヒトの血液から簡単に「体内時刻」を測定
2012年8月28日プレスリリース

理研発生・再生科学総合研究センター システムバイオロ
ひろ き

ジー研究プロジェクトの上田泰己プロジェクトリーダー、

陽イオンの代謝産物
被験者 A 被験者 B 被験者 C

陰イオンの代謝産物
被験者 A 被験者 B 被験者 C 多い

かす かわ たけ や

機能ゲノミクスユニットの粕川雄也 専門職研究員らは、ヒ
トの体内時計が示す「体内時刻」を、採取した血液から簡
単に測定する方法の開発に成功した。時差ぼけや不眠に見
られる体内時計の異常の診断や、最適な時間に投薬するこ
とで最大の治療効果を得る「時間治療」などへの貢献が期
待される。慶応義塾大学、国立精神・神経医療研究セン
ター、北海道大学との共同研究の成果。

12 0 12 12 0 12 12 0 12
時刻
図

12 0 12 12 0 12 12 0 12 少ない
時刻

分子時刻表

被験者3人から血液を採取し、24時間周期で変動する代謝産物を同定した。
陽イオンと陰イオンに分け、縦軸のタイル1行が同定した代謝産物一つに対応
し、横軸が体内時刻を示している。紫のタイルはその時刻での代謝産物の血
中量が多く、緑のタイルは少ない。

ヒトやマウスなどの哺乳類は、約24時間周期の体内時計を
持ち、体内時計が刻む体内時刻に従って睡眠を取ったり目

液を採取して、血液中に含まれるアミノ酸や脂質などの代

覚めたりする。このリズムが崩れると、社会的に望ましい

謝物質を網羅的に解析。その結果、24 時間周期で増減す

時間帯に活動することが困難になったり、質の良い睡眠が

る数十種類の分子の特定に成功し、それらの量と時刻の関

十分に取れなくなったりする。また、心・血管障害といっ

係性を示す分子時刻表（図）を作成した。その分子時刻表

た特定の疾患の症状や、抗がん剤など薬剤の主・副作用は、

の有用性を検証するため、強制的に体内時刻をずらした6人

1日のうち特定の時間帯に現れやすく、体内時刻を考慮し

の被験者の血液を採取して代謝産物量を測定し、分子時刻

て治療を行う時間治療の実現が期待されている。しかし、

表に照らし合わせたところ、従来法で調べた体内時刻とほ

体内時刻の測定には長時間の拘束や連続した組織の採取が

ぼ同じ時刻を推定できることが分かった。

必要といった課題があった。
今後、睡眠障害などの患者の協力を得て調査人数を増やし、
研究グループは2009年、マウスを用いて体内時刻を判定す

より正確な分子時刻表の作成を目指す。

る手法の開発に成功しているが、今回はヒトでの判定に取
り組んだ。3人の被験者に、食事や生活サイクルの影響を
受けない環境下に36時間滞在してもらい、2時間置きに血

米国科学アカデミー紀要『Proceedings of the National Academy of
Sciences』オンライン版（8月27日）掲載
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F a c e
理研基幹研究所に、光を操作し、生体試料のより深いところをより鮮明に見る
技術を開発している研究者がいる。高強度軟Ｘ線アト秒パルス研究チームの

Keisuke Isobe

磯部圭佑

磯部圭佑研究員だ。可視光より波長が少し長い近赤外光を用いた
非線形光学顕微鏡を使うと生体試料の深部を観察できる。しかし、表面から
200μmより深くなると、背景光と呼ばれる集光点以外の光が明るくなり，

和光研究所 基幹研究所
高強度軟X線アト秒パルス
研究チーム
基幹研究所研究員

解像度が悪くなってしまう（図左）。磯部研究員は、二つのフェムト秒
パルスレーザーの一方を集光点に固定し、もう一方を移動させる新手法
ス

パ

ム

ナ

ム

「SPOMNOM」を開発。背景光を抑えて従来の約1.5倍の深さまで高解像度で
1978年、兵庫県生まれ。博士（工
学）
。私立清風高校卒業。大阪大学工学部応用自然科学科卒業。大阪大学
大学院工学研究科物質・生命工学専攻博士課程修了。2007年より理研緑
川レーザー物理工学研究室 協力研究員。2012年より現職。

観察することに成功した（図右）。この成果により、レーザー学会優秀論文発表賞、
コニカミノルタ画像科学奨励賞、先端フォトニクスシンポジウム人気ポスター賞
などを受賞。磯部研究員は言う。「自分でアイデアを出し、
世界で誰もやっていないことをやる。それだけは譲れません」

より深くをより鮮明に見るために
光を操る研究者
「子どものころは、レゴブロックやプラモデルが大好きで
した」と磯部研究員。勉強は？「国語と社会が嫌い。暗記
が苦手で、これを覚えて何になるのだろうと思ってしまうの

試料表面

図 マウスの脳組
織の神経細胞の深
部観察画像の比較

100μm

です。基本を知っていれば考えて問題が解ける算数と理科
が好きでした。でも、勉強には興味がありませんでしたね」

200μm

◆

高校卒業後、1998年に大阪大学工学部の応用物理学コー
スに進学。
「光に興味があり、そのコースには光学の研究
室がたくさんあると知っていたのです。相変わらず勉強は
しませんでしたが、実験は楽しくて一生懸命やりました」

300μm

Z
X

Y

従来手法

Z

Z
X

10μm

Y

SPOMNOM

4年生になり、念願の光学の研究室へ入った。
「レーザー

るには、二つのレーザーの集光点がずれないようにするで

加工の研究をやろうと思っていたのですが、指導教官の伊

しょう。私は、一方を集光点に固定し、もう一方を移動さ

東一良先生が “生体分子を色で見分ける顕微鏡をつくる”

せる方法 “SPOMNOM” を開発しました。この方法では集

と言いだし、面白そうなので私も加わりました。ところが、

光点からの信号光だけに “揺らぎ” が発生します。その揺

先生も顕微鏡の開発は初めて。自分が頑張らなければ、と

らぎを検出して解析したところ、従来より約1.5倍深い300

必死に勉強しました。部品を買ってきて顕微鏡を組み上げ

μmまで鮮明に観察することができました（図）
。逆転の発

ていくのですが、もともとプラモデルが好きだったので毎

想です。これができたのは、緑川克美チームリーダーが失

日とても楽しく、迷わず博士課程まで進みました」

敗を恐れずにチャレンジできる環境をつくってくれている

◆

大学院修了後の2007年、理研の緑川レーザー物理工学

からです。測定に時間がかかることが問題でしたが、1000
倍高速化するめどが立ちました。神経細胞や免疫の研究に

研究室へ。
「新しい技術を学びたいと思ったのです。緑川

ぜひ使ってもらいたいですね」

研究室では試料に光をそのまま当てて見るだけでなく、光

◆

を操作して今まで見えなかったものを見ようという研究を

影響を受けた人は？「一人は須田研究員。研究に対する

していました」
。当初は須田亮 研究員と非線形光学分光法

姿勢を学びました。須田研究員のように、何歳になっても

の研究を進めていたが、須田研究員が東京理科大学へ異動

自分で手を動かして実験をしていきたい。もう一人は伊東

した2010年から新しいテーマに取り組むことになった。

先生。自分で考えることの大切さを学びました “どうせや

「理研脳科学総合研究センターの研究者から “今より100

14

Z

るなら世界一” と言ってくれたのも伊東先生です」

μmでも深いところを高解像度で見ることができれば研究

磯部研究員には温めているアイデアがある。
「光は、見

の世界が大きく変わる” と聞き、それをやろうと決めまし

るだけでなく操作もできます。体内を巡りながら観察し、

た」と磯部研究員。
「二つのフェムト秒パルスレーザーを使

病変があればレーザーで治療する。そんな超小型光学顕微

う方法はすでにありました。通常、安定した信号を測定す

鏡を開発したいですね」
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サクラの新品種、
「仁科春果」と「仁科小町」
理研仁科加速器研究センター 生物照射

枝にイオンビームを照射して突然変異

チームの阿部知子チームリーダーらは

を誘発し、その枝を接ぎ木、受粉して

JFC石井農場と共同で、2007年の「仁

得た種子を育てつくり出しました。一つ

科蔵王」
、2010年の「仁科乙女」に続き、

は、花が4.1〜4.2cmと春月花より大き

2種類のサクラの新品種をつくることに

く、八重咲きの「仁科 春 果 」
。もう一つ

成功しました。

に しな はる か

は、逆に1.3〜1.4cmと小さく、ぼんぼ

今回の新品種は、従来種「春月花」の

りのような形で咲く「仁科小町」です。

仁科春果

仁科小町

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生まれ年、②出生地、③最終学歴、④主な職歴、⑤活動内容・研究テーマ、⑥信条、⑦趣味

基幹研究所

計算科学研究機構
創発現象観測技術研究チーム
チームリーダー

離散事象シミュレーション研究チーム
チームリーダー

進藤大輔（しんどう だいすけ）

伊藤伸泰（いとう のぶやす）

①1953年 ②山形県 ③東北大学大学院工学研
究科博士課程 ④東北大学多元物質科学研究所
⑤電子線ホログラフィーによる電磁場の解析
⑥基礎研究の拡充 ⑦散策

①1964年 ②東京都 ③東京大学大学院理学系
研究科物理学専攻博士課程 ④日本原子力研究
所、東京大学 ⑤計算物理学 ⑥迷わず、てら
わず、こだわらず ⑦料理

発生・再生科学総合研究センター
呼吸器形成研究チーム
チームリーダー

データ同化研究チーム
チームリーダー

森本 充（もりもと みつる）

三好建正（みよし たけまさ）

①1975年 ②東京都 ③東京薬科大学大学院
生命科学研究科 ④ワシントン大学（米国）
、国
立遺伝学研究所 ⑤呼吸器の発生と再生 ⑥人
生これ日々探検なり ⑦釣り、アウトドア全般、
ジョギング

①1977年 ②青森県 ③米国メリーランド大学
気象学部博士課程 ④気象庁、メリーランド大学
（米国） ⑤データ同化の理論と応用、天気予報、
台風 ⑥良いものを長く大切に使う ⑦ゆっくり
マラソン、トライアスロン、囲碁、写真、温泉

細胞外環境研究チーム
チームリーダー

総合防災・減災研究ユニット
研究ユニットリーダー

藤原裕展（ふじわら ひろのぶ）

堀 宗朗（ほり むねお）

①1976年 ②大阪府 ③大阪大学大学院理学研究科
生物科学専攻 ④英国がん研究所、ケンブリッジ大学
（英国）、科学技術振興機構ERATO関口プロジェクト
⑤細胞外環境による皮膚毛包幹細胞制御機構の解明

①1961年 ②東京都 ③米国カリフォルニア大
学サンディエゴ校応用力学基礎工学専攻 ④東
京大学、同大学地震研究所 ⑤計算地震工学
⑥知性を大事に ⑦水泳、テニス

⑥Think different ⑦フットボール（サッカー）
、登山

動物資源開発室
室長

計算構造生物学研究ユニット
研究ユニットリーダー

古田泰秀（ふるた やすひで）

Florence TAMA（フロハンス タマ）

①1965年 ②福岡県 ③筑波大学生物科学研究科
（理学博士） ④ヴァンダービルト大学（米国）
、テキサ
ス大学MDアンダーソンがんセンター（米国） ⑤遺
伝子組換えマウスを用いた器官発生・再生機構の研
究 ⑥上を向いて歩く ⑦ジョギング、マラソン

①1974年 ②カルモー（フランス） ③フラ
ンス・ポールサバティエ大学博士課程 ④スク
リップス研究所（米国）
、アリゾナ大学（米国）
⑤計算構造生物学
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清水智子

Tomoko K. Shimizu

和光研究所
基幹研究所 Kim表面界面科学研究室
基幹研究所研究員
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埼玉県には、従業員の仕事と子育ての両立を支援するために

理研ニュース

埼玉県 “多様な働き方実践企業
認定制度” プラチナ認定

短時間勤務やフレックスタイム制を導入するなど、女性が生
き生きと働き続けられる環境づくりに積極的な企業を、“多様
な働き方実践企業” として認定する制度があります。このた
び理研は、そのプラチナ（最高レベル）に認定されました。
今年7月末に埼玉県庁で行われた授賞式には、古屋輝夫理事

れも、医療福祉関係や銀行など女性社員の割合が比較的高い
業種でした。研究職は男性が圧倒的に多いですから、今回の
プラチナの認定はわれわれの誇るところです。

埼玉県 “多様な働き方実践企業” プラチナ認定証授与式にて。左から
古屋輝夫 理事、上田清司 埼玉県知事、筆者。

私にはこの11月で4歳になる娘がいます。保育園へのお迎え
キム

ユウ ス

ですが、所属長である金 有洙准主任研究員は、新しい装置の

私のように意地を張って仕事せずとも、
『理研子育てハンド
ブック』に書かれている制度や所内の保育所を利用すれば、
自分と子どものペースに合わせて穏やかに復帰することが可

事をするために最も大切なことかもしれません。

能です（わが子よ、ごめん）
。理研では保育園に子どもを送迎

極低温超高真空下での測定を趣味（仕事）とする私は、妊娠

大事にする雰囲気は、より多くの女性研究者に勇気と幸せを

７ヶ月まで実験をしていました。同僚は妊婦がひょいひょい

もたらすことでしょう。

踏み台に上がって作業する様子をこわごわ見ていましたが、
私は「無理したら駄目だけど、やりたいなら実験しなさい」

欲をいえば、理研には今後Two-body（Dual-careerともいう）

という当時のボスである川合眞紀先生（現・理事）の指示に

opportunityに取り組んでいただきたいと考えます。日本で

従いました。もし「危ないから実験停止」と言われていたら、

は認知度が低いですが、夫婦が別居することなく実力相応の

“自分は不要” と感じ、出産後の復帰もスムーズにいかなかっ

職に就けるように支援する取り組みのことで、米国の主要大
学では二人同時に雇ったり、片方を雇った場合配偶者へ近隣

4ヶ月半になったときに復帰したのは、私のわがままであっ

の職を斡旋したりするサービスがあります。女性研究者の多

て決して立派な研究者だからではありません。意味不明に泣

くが研究者の夫を持っているそうです※。わが夫も研究者（か

く赤ん坊の扱いは原子解像度のデータを得るよりずっと難し

つイクメン＆カジメン）
。日本人、外国人を問わず国際競争

く、“保育園に通い始める＝病原菌をもらい頻繁に休む” と

力のある優秀な研究者を獲得するため、そして獲得した人材

いう方程式も予想外で、体重は激減。母親としてはかわいが

が実力をフルに発揮できる環境づくりのために、Two-body

る以外何もできない始末でした。この時期に私の実験アイデ

（+ children）はセットで受け入れるのが理想、そう思いま

アを実行してくれた学生の存在は本当にありがたく、その成

あっせん

せんか？

果が3年後に理研の英文広報誌『RIKEN RESEARCH』に取
り上げられようとは！

救われた思いとうれしさでいっぱい

です。

下記URLからご登録いただけます。
携帯電話からも登録できます。

寄附ご支援のお願い
理研を支える研究者たちへの支援を通じて、 http://www.riken.jp/
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問合せ先：理研 外部資金部 推進課 寄附金担当

TEL: 048-462-4955

Email: kifu-info@riken.jp

（一部クレジットカード決済が可能です）

RIKEN 2012-011

http://www.riken.jp/mailmag.html

http://www.riken.jp

『理研ニュース』メルマガ会員募集中！

※M. A. Holmes, Nature 489, 327-328(2012)

email:riken_news@riken.jp

たでしょう。育児休暇を取得せず有給を使い果たし、娘が

phone:048-467-4094［ダイヤルイン］
埼玉県和光市広沢2番1号
※再生紙を使用しています。

する男性研究者もよく見掛けます。ワークライフバランスを

〒351-0198

立ち上げという研究室の命運を賭けた仕事を任せてくれまし
た。責任ある仕事が与えられることは、女性が生き生きと仕

デザイン／株式会社デザインコンビビア

のため5時半過ぎに帰宅し、週末も多くの時間を取れない身

制作協力／有限会社フォトンクリエイト

参加しました。理研とともにプラチナに認定された8社はいず

■発行日／平成24年11月5日
■編集発行／独立行政法人理化学研究所 広報室

が代表として、私は育児をしながら働く女性のひとりとして

