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任研究員と出会った。「当時、安部先生
はマルチトレーサー法を開発したばかり
でした」
　マルチトレーサー法は、加速器で発生
させた粒子ビームを標的に当てて、さま

■    多数の元素を追跡する 
マルチトレーサー法
　1991年に薬学部で学位を取り、味覚
や嗅覚の研究を進めていた榎本秀一TL
は、あるセミナーで理研の安部文敏 主

ざまな元素の放射性同位体（RI）をつく
り、多数の元素の動きを同時に追跡する
手法だ。RIは、放射性でない安定な元
素と化学的性質は同じであり、RIの種
類によって異なるスペクトルのガンマ線
を出す。そのガンマ線のスペクトルを測
定すれば、どの元素がどこに存在してい
るかが分かり、それぞれの挙動を追うこ
とができる。
　「マルチトレーサー法の応用分野を
探っていた安部先生に、生物学にも大
いに役立つと思います、と私は答えまし
た」。こうして共同研究が始まった。「し
ばらくして安部先生から、理研の基礎科
学特別研究員という任期制ポストに応募
してはどうかと勧められました。実はそ
のとき、私立大学の定年制ポストに内定
していたのですが、応募することにしま
した。マルチトレーサー法という新技術
で、それまで学んできた薬学の枠を超え
た新しい世界を見てみたい、という冒険
心からです」

■    コンプトンカメラで 
生体内の複数分子の動きを見る
　1993年、安部主任研究員が率いる理
研の核化学研究室に入った榎本TLは、
マルチトレーサー法を生物に適用して、
体内の微量元素（ミネラル）の動きを同
時に追跡する研究を始めた。「加速器で

GREIで捉えたマウス体内の2種類の放射性薬剤の分布
緑がPET用薬剤（64Cu標識抗体）、赤が亜鉛65の放射性薬剤（65ZnCl2）。図3の画像を統合・着色したもの。

複数分子を画像化する診断装置で
日本発の医療革命を起こす

生活習慣病や認知症、精神疾患の発症メカニズムを解明し、
定量的な診断法や根本的な治療法を確立する。
がん組織を早期発見して、進行段階や転移の可能性を同時に調べる。
──そのような医学や医療に大変革をもたらす診断装置を、
ライフサイエンス技術基盤研究センター（CLST）次世代イメージング研究チームの
榎本秀一チームリーダー（TL）や本村信治 副TLたちは開発している。
体の中の複数分子の動きを捉えるガンマ線イメージング装置
「G

グ レ イ

REI（Gamma-Ray Emission Imaging）」だ。

研 究 最 前 線
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RIをつくり、必要な元素のRIを分離し
て、ほかの元素と合成して放射性薬剤
をつくり、動物に注射してそれぞれの薬
剤が出すガンマ線を測定する、という一
連の実験を、加速器の研究者たちと一
緒に進めました」
　そもそも生物の体の中では、タンパ
ク質などの生体分子が相互作用するこ
とで、生命現象が実現している。それ
らの生体分子に亜鉛やマグネシウム、
鉄といった微量元素が結合したり取り
込まれたりして、重要な働きをしてい
る。「マルチトレーサー法で体内の複数
の微量元素の動きを調べることで、亜
鉛のたくさん集まる場所にセレンやマ
グネシウムも集積すること、そして、あ
る病気にかかるとそれらの集積のバラ
ンスが崩れるといったことが分かって
きました」
　しかし榎本TLは、当時の実験に満足
できなかった。「薬剤が出すガンマ線を
測定するために動物を解剖する必要が
ありました。生命現象や病気のメカニズ
ムを解明するには、生きた生物の体内で
複数の分子が相互作用する様子を見る
必要があります」
　理研の加速器基盤研究部に籍を移し
た榎本TLは、矢野安重 部長（理研仁科
加速器研究センター 初代センター長）
から、ゲルマニウム（Ge）半導体を用い
たコンプトンカメラを使うことを提案さ
れた。コンプトンカメラは、1970年代に
ガンマ線天文衛星用に実用化されたも
ので、ガンマ線源の位置やスペクトルを
測定することができる。
　当時、理研の客員主管研究員で、原

子核物理学が専門の郷
ごう

農
のう

靖之 九州大学
教授が、Ge半導体を用いたコンプトン
カメラの研究を進めていた。その郷農研
究室で学んでいた本村信治 副TLが加
わり、生体内の複数分子を同時に撮像
し識別して画像化するGREIの開発プロ
ジェクトが、1999年に始まった（図1）。
　「郷農先生から榎本TLを紹介され、
自分が学んできたガンマ線の測定技術
が生物学や医療にも役立つことを知り、
世界で誰もやったことのない研究がし
たい、と理研に来ました。理研では、
異分野の人たちとも違和感なく研究を
進めることができました」と本村副TL
は振り返る。
　「それは、酒を媒介に異分野コミュニ
ケーションを図るという、理研の伝統の
おかげでしょう」と榎本TLは笑う。「理

研ではスケールの小さな話をすると、“理
研でしかやれないことをやれ！”と叱ら
れました。その言葉は、今でも私の心に
刻まれています」

■    世界で初めて生体内の 
複数分子の画像化に成功
　「天文観測用のコンプトンカメラは、
はるかかなたの天体から来るガンマ線を
捉えて、2次元の天球上の位置を特定し
ます。一方、私たちは装置にセットした
生物の体内の複数種の放射性薬剤から
出るガンマ線を同時に捉え、スペクトル
の違いでガンマ線源を識別し、奥行き方
向も含めた3次元の位置を突き止めま
す。そのために最適化したシステムを開
発する必要がありました」と本村副TL
はGREI開発の趣旨を語る。

榎本秀一 （えのもと・しゅういち）
ライフサイエンス技術基盤研究センター
生命機能動的イメージング部門 
イメージング応用研究グループ
次世代イメージング研究チーム チームリーダー

1963年、神奈川県生まれ。薬学博士。北海道
大学大学院薬学研究科博士課程修了。1993
年、理研 基礎科学特別研究員。仁科加速器研
究センターメタロミクス研究ユニット ユニッ
トリーダーなどを経て、分子イメージング科学
研究センター複数分子イメージング研究チー
ム チームリーダー。2008年より岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科教授。2013年より現職。

撮影：奥野竹男
 

図1　GREIの原理
生体内に異なるスペクトルの
ガンマ線を出す複数の放射
性薬剤を投与して同時に撮像
し、それぞれの分布を画像化
する。
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　榎本TLたちは2008年、GREIにより
マウスの体内の3種類の放射性薬剤の分
布を可視化した画像を発表した（図2）。
生体内の複数分子を同時に撮像し、識
別して画像化することに、世界で初めて
成功したのだ。
　生体内の分子の動きを画像化する装
置としてPET（陽電子放出断層画像法）
が実用化され、がん検診などに使われ
ている。PETで使う放射性薬剤は陽電
子を放出する。それが周囲の電子と衝
突すると、511keVというエネルギーの
ガンマ線を出す。PETは511keVのガン
マ線だけを捉えて画像化するため、原
理的に複数分子を同時に追跡することは
できない。
　SPECT（単光子放射断層画像法）と
いう装置も実用化されている。SPECT
用の放射性薬剤はガンマ線を出すもの
だが、SPECTで測定できるガンマ線は
エネルギーの低い領域に限られる。
　それらに対してGREIは、広いエネル
ギー範囲のガンマ線を捉えることができ
るため、スペクトルの異なるガンマ線を
出す複数の放射性薬剤を同時に撮像し、
識別して画像化することができる。 

　「ただし2008年の時点では、マウスに
麻酔をかけて10～12時間撮像し、さら
に画像化にも時間がかかっていました」
と本村副TL。「ガンマ線を捉えるたびに、
ガンマ線源の位置やスペクトルを知るた
めの情報処理が必要です。それに時間
がかかり、処理中は次のデータを処理で
きません。そのため、データの一部しか
画像化に使えず、撮像に時間がかかっ
ていたのです」
　2013年、榎本TLたちはGREIの新し
い画像を発表した（タイトル図・図3）。コ
ンプトンカメラの感度向上、検出データ
の転送速度の高速化、情報処理技術の
改良などにより、40～60分とPET検査
と同じくらいの撮像時間で2008年と同
質の画像を得ることができるようになっ
た。
　以前は、撮像に時間がかかるため、
半減期が短いPET用薬剤と半減期が長
いそれ以外の放射性薬剤を同時に撮像
して識別することも難しかった。2013年
に発表した画像では、その課題が克服
されている。ある種のがん細胞の表面に
はH

ハ ー ツ ー

ER2というタンパク質があり、それ
に結合する抗体医薬が開発されている。

その抗体に銅のRIを付けたPET用薬剤
と、亜鉛の放射性薬剤をマウスに投与
し、両者の動きを同時に観察することに
成功したのだ。
　「医療への実用化に向けて、これまで
に開発されたPET用やSPECT用の放射
性薬剤を、GREIでも使えるようにする
必要があります。Ge半導体は、エネル
ギーの低いガンマ線の感度に問題があ
るため、私たちはシリコン（Si）半導体を
併用することでその問題を解決しまし
た。それによりSPECT用に開発された
放射性薬剤も高感度で捉えることができ
るようになりました」と榎本TL。

■    実用化へ向けて
　実用化に向けた課題はまだ多い、と
榎本TLは続ける。「例えば、現状の画
像にはマウスの体の外にも信号が見えま
す（図3b・c）。もちろん、注射した薬剤
が体の外に存在するわけはありません。
実際には存在しない、偽の信号が写っ
ているのです。ノイズを含む検出データ
から本物と偽の信号を見分けるため、数
学的な情報処理法を開発する必要があ
ります」
　実用化には価格も重要だ。「私たちが
コンプトンカメラに使っているGe半導
体はとても高価です。2005年ごろ、あ
るシンポジウムでJAXA（宇宙航空研究
開発機構）宇宙科学研究所の髙橋忠幸 
教授と同席する機会があり、次期X線天
文衛星ASTRO-H用に、シリコン（Si）
とテルル化カドミウム（CdTe）の半導体
を組み合わせたSi/CdTeコンプトンカメ
ラを開発していることを知りました。Si/

図2　2008年に発表したGREIによる画像
マウス体内のストロンチウム85（85Sr）、亜鉛65（65Zn）、ヨウ素131（131I）を含む放射性薬剤を同時に撮像し、識別して
画像化することに成功した。

図3　2013年に発表したGREIによる画像
マウス体内のPET用薬剤（64Cu標識抗体）と亜鉛65の放射性薬剤（65ZnCl2）を同時に撮像し識別して画像化している。
マウスにはあらかじめ3種類のがん細胞株（4T1、C6、A431）を異なる部位に移植した（a）。PET用薬剤はHER2タン
パク質が高発現しているA431を移植した部位に集積し（b）、亜鉛は肝臓に集積している（c）。

研 究 最 前 線
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CdTeはGeに比べて、検出できるガンマ
線のエネルギー範囲やスペクトル分解能
に課題はありますが、安価です。髙橋
教授も医療への応用を考えており、私た
ちは共同研究を始めました」
　Ge半導体は極低温に冷やして測定す
る必要があるが、Si/CdTe半導体は常温
でも作動するため冷却系を簡易にできる
メリットもある。「Si/CdTe半導体コンプ
トンカメラは小型化して車に載せること
も可能です。将来の医療への応用では、
さまざまな医療機関や車載のSi/CdTe半
導体コンプトンカメラで健康診断を行
い、精密検査は大きな病院に設置され
たGe半導体コンプトンカメラのGREIで
行う、といった使い分けが考えられます」

■    GREIが実現する医療革命
　GREIを医療現場に導入するには、装
置や情報処理、放射性薬剤など、多岐
にわたる開発がさらに必要だ。「私たち
は、それらの開発を限られた人員と予
算で進めてきました。PETの開発も、
ある段階から企業が加わることで実用
化が加速され、普及が進みました。企
業の研究者レベルではGREIに興味を
持っていただけるのですが、共同開発
を始めるという段階には至っていませ
ん」と榎本TL。
　企業が共同開発に踏み出すには、医
療診断におけるGREIのメリットをさら
に具体的に示す必要がある。「PETが普
及した大きな要因に、フルオロデオキシ
グルコース（FDG）というPET用の優れ
た薬剤が開発されたことがあります。そ
れを使って、がん検診が行われていま

す。GREIでも装置とともに薬剤の開発
が重要です。医学研究では今、分子レ
ベルでの解明が大きく進展しています。
そこで見つかった重要な分子の体内で
の動きを捉える薬剤を開発することを、
私たちは目指しています」と榎本TLは
研究の現状を語る。
　「がん組織には、がん細胞だけでなく
炎症を起こした細胞も存在します。2種
類の薬剤を用いてがん細胞と炎症を起
こした細胞を同時に識別して画像化でき
れば、がんの進行段階をより正確に診断
できます。その炎症を起こした細胞を捉
えるGREI用薬剤を作製中です」
　がん細胞が転移する際、転移する場
所に先回りする分子があることも分かっ
てきた。「その分子も同時に可視化する
ことで、転移の可能性も精度高く予測で
きるようになるでしょう」
　GREIは、発症メカニズムが複雑な生
活習慣病や認知症、精神疾患などの病
因解明、さらには、それら疾患の定量的
な診断法と根本的治療法の確立に貢献
すると期待されている。PETを用いた脳
研究を進めてきたCLSTの渡辺恭良セン

ター長は、次のように語っている。「例
えば統合失調症は、大脳皮質前頭葉に
おけるドーパミンとセロトニンという2種
類の神経伝達物質の働き方が関係して
いると考えられています。しかし、それ
らの働き方と症状の関係を詳しく調べる
ことができません。ヒトの大脳皮質の機
能単位は直径0.3mmほどの楕

だ

円
えん

柱です。
0.3mmの解像度で、それら2種類を同時
に可視化・定量化することができれば、
統合失調症のメカニズムにも大きく迫る
ことができます」（本誌2013年7月号 特集）。

　GREIの解像度は現状では約3mmだ。
「私たちはシミュレーションにより、
GREIの解像度を0.3～0.5mmに向上さ
せることが可能だと予測しています」と
榎本TL。
　これまでのGREIの実験対象は動物に
限られている。ヒト用のGREIを開発し
て臨床研究に進み、GREIによる日本発
の医療革命を実現するために、さまざま
な研究分野や産業界を巻き込んだ新し
い体制で開発を進めるべき段階に来て
いる。

 （取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）

関連情報
● 2013年5月2日プレスリリース 
「タンパク質とミネラルの挙動を同時にイメージング」
● 2008年7月3日プレスリリース 
「マウスで複数の放射性薬剤の同時イメージングに世
界で初めて成功」

図4　シリコン・ゲル
マニウム半導体を用い
たGREI
右が榎本秀一TL、左が本村
信治 副TL。

撮影：奥野竹男
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中の私の指導教官だった福田裕
ひろ

穂
お

先生
（現 東京大学教授）が1980年に明らかに
していました。しかし、植物ホルモンが
あれば必ず道管細胞になるわけではあり
ません。道管細胞への分化を制御して
いる詳しいメカニズムは分からないまま
でした。そこで私たちは、道管細胞へ分
化するスイッチになっている遺伝子を探
す研究を進めてきました」

■    道管細胞へ分化させるスイッチ遺伝子
　出村TLは2000年、理研植物科学研
究センター（PSC）で形態制御研究チー
ムを立ち上げた。そして、大学院時代か
ら慣れ親しんだヒャクニチソウの培養細

■    木質細胞はどのようにつくられるのか
　植物細胞と動物細胞の違い。その一
つが細胞壁だ。植物細胞でも動物細胞
でも、細胞質は細胞膜に覆われている。
ほとんどの植物細胞では、さらにその外
側に薄い細胞壁（一次細胞壁）があり、
細胞を保護し形状を維持する役割を
担っているが、一部の植物細胞は、二
次細胞壁と呼ばれるとても厚い細胞壁を
持つ。その代表例が“木質細胞”であり、
出村TLの研究ターゲットだ。「木質細胞、

特に道管細胞がどのようにしてできるか
を知りたい。それが、大学院で研究を始
めて以来の私の大きな目標でした」
　木質細胞には、水の通り道として働く
道管細胞と、植物体を支える働きをする
繊維細胞がある（タイトル図）。道管細胞
は管のような中空の形状をしていて、そ
れが縦一列に並んで水の通り道をつくっ
ている。「道管細胞がつくられるとき、
植物ホルモンのオーキシンとサイトカイ
ニンが必要であることは、東北大学在学

スーパー樹木をつくる

植物の体の隅々まで水を届ける道管。
その細胞がどのようにつくられるかを知りたい。
それが、環境資源科学研究センター（CSRS）バイオマス工学連携部門
セルロース生産研究チームを率いる出村 拓チームリーダー（TL）の研究の出発点だ。
これまでに、道管細胞など厚い細胞壁を持つ木質細胞への
分化をつかさどる遺伝子を発見してきた。それらの遺伝子を使って
細胞壁を厚くしたり細胞壁の成分のバランスを変えたりすることで、
バイオマスの有効利用に貢献する“スーパー樹木”を実現しようとしている。

ポプラ幼植物体の茎（左）とシロイヌナズナの茎（右）の横断面図（赤は二次細胞壁を持つ木質細胞） 撮影：中野仁美博士

道管細胞
（径が大きい）

繊維細胞
（径が小さい）

研 究 最 前 線
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胞を使い、細胞が道管細胞に分化する
過程で、いつ、どの遺伝子が働いてい
るかを詳しく調べていった。「分化の過
程で働く遺伝子が100種類ほど見つかり
ました。その中に、道管細胞への分化を
つかさどるスイッチがあるはずです。し
かし、ヒャクニチソウの実験では、それ
以上絞り込むことができませんでした」
　そこで、出村TLらはシロイヌナズナ
を用いた研究を開始。2000年、シロイ
ヌナズナのゲノムの全塩基配列が高等
植物で初めて解読された。ゲノムとは生
物が持っている遺伝情報全体であり、
その一部に遺伝子がある。ゲノムの全
塩基配列が解読されたことで、どこに、
どの遺伝子があるのかが簡単に分かる
ようになった。さらに、シロイヌナズナ
は代表的な実験モデル植物であり、遺
伝子組換えによって遺伝子の発現を強
めたり抑えたりする技術も確立されてい
る。
　出村TLらは、シロイヌナズナの培養
細胞が道管細胞に分化する実験系をつ
くり、道管細胞に分化するときにどの遺
伝子が働いているかを詳しく調べていっ
た。すると、分化の過程で働く遺伝子が
200種類ほど見つかった。その中には、
ヒャクニチソウの培養細胞で見つかって
いた遺伝子と塩基配列がよく似た遺伝
子もあった。塩基配列が似ている遺伝
子は、似た機能を持つことが多い。それ
らについて詳しく解析した結果、VND6
とVND7という転写因子の遺伝子を強
制的に発現させると、本来は道管細胞に
分化しない細胞が道管細胞に分化する
ことが明らかになった。また、VND6と

VND7の働きを抑えると、道管細胞が
形成されないことも分かった。2005年
のことだ。「ようやく探していた道管細
胞への分化のスイッチとなる遺伝子を見
つけることができました。しかも、この
二つの遺伝子は道管細胞のつくり分けを
制御していたのです」と出村TL。

■    2種類の道管細胞をつくり分ける
　道管細胞には、らせん状の模様を持
つ原生木部道管細胞と網目状の模様を
持つ後生木部道管細胞がある（図1）。植
物は、まず原生木部道管をつくり、その
後に後生木部道管をつくる。最初に後
生木部道管をつくってしまうと、正常に
生長できない。なぜだろうか。
　道管細胞は、中空の形状になって厚
い細胞壁をつくった後、細胞死を起こ
す。道管細胞はすでに死んでいる細胞
なのだ。しかし、道管の周りの細胞が大
きくなるとき、死んでいる細胞は一緒に
大きくなることができず、生長を邪魔し
てしまう。そうならないために、まず原

生木部道管をつくる。らせん模様の原生
木部道管は死んではいるが、周りの細胞
の生長に合わせて伸びることができるの
だ。周りの細胞の生長が止まったら、も
う道管細胞も伸びる必要がない。そこで
次は、網目模様のしっかりした後生木部
道管をつくる。「原生木部道管は曲がる
ストローの伸び縮みする部分、後生木部
道管はホースをイメージすると、違いが
分かりやすいでしょう」と出村TL。
　2種類の道管細胞をつくり分けること
は、正常な生長に不可欠だ。しかし、つ
くり分ける仕組みは分かっていなかっ
た。「私たちが発見したVND7を過剰に
発現させると原生木部道管に、VND6
を過剰に発現させると後生木部道管に
分化することが分かりました」
　さらに出村TLらは2006年に、もう1
種類の木質細胞である繊維細胞の分化
には、繊維細胞にのみ発現している
SND1という転写因子の遺伝子が重要
であることを明らかにした。SND1の塩
基配列はVND6やVND7とよく似てい

図1　木質細胞の種類
木質細胞には繊維細胞と道管
細胞がある。道管細胞には、
らせん状の模様がある原生木
部道管細胞と、網目状の模様
がある後生木部道管細胞があ
る。左はポプラの茎、右はシ
ロイヌナズナの根の縦断面図。

出村 拓 （でむら・たく）
環境資源科学研究センター
バイオマス工学連携部門
セルロース生産研究チーム
チームリーダー

1967年、宮城県生まれ。博士（理学）。
東北大学大学院理学研究科生物科学専攻
博士課程修了。同大学助手などを経て、
2000年より理研 植物科学研究センター 
チームリーダー。2010年、バイオマス工
学研究プログラム チームリーダー。2013
年4月より現職。2009年からは奈良先端
科学技術大学院大学 教授も務める。

撮影：STUDIO CAC

繊維細胞 

原生木部道管細胞

後生木部道管細胞
ポプラの茎 シロイヌナズナの根 
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る。本来は厚い二次細胞壁を持たない
細胞にSND1を強制的に発現させると、
二次細胞壁が形成される。逆にその働
きを抑制すると繊維細胞の細胞壁が薄く
なり、植物体が真っすぐ立てなくなる。
　また2010年には、VND7の働きを抑
制するタンパク質VNI2を発見。VNI2
を過剰発現させると原生木部道管の形
成が阻害され、道管が途切れてしまう。
　「道管細胞の分化の制御機構を解明で
きたことは、植物科学において重要な成
果です。しかし、それがゴールではあり
ません。この成果を研究の世界だけのも
のとせず、社会に役立てることができな
いかと考えています」

■    バイオマスの量や質を向上させた 
スーパー樹木をつくる
　「2002年ごろからプレスリリースや研
究紹介の中で“スーパー樹木”という言
葉を使い始めました」と出村TL。
　スーパー樹木とは？「理研では乾燥や
病害虫などのストレス耐性に関わる遺伝
子や、生長の制御に関わる遺伝子など、
さまざまな有用な遺伝子を見つけていま
す。それらを樹木に導入することで有用
な機能を強化させたものを、スーパー樹
木と呼んでいます」
　植物は、二酸化炭素（CO2）を吸収し
て太陽のエネルギーを利用し、さまざま
な物質をつくる。そのような植物に由来
する物質を“バイオマス”という。これ
まで人類は石油などの化石資源をエネ
ルギーや製品の原料として利用してき
た。しかし、化石資源は有限であり、ま
たそれを燃やすことで大気中のCO2が

増加し地球温暖化の原因となっている。
一方バイオマスは、CO2と太陽エネル
ギーから再生可能だ。また、燃やして排
出するCO2はもともと大気中に含まれて
いたものだからCO2の総量は変化しな
い。持続可能な社会の実現には、化石
資源に依存した社会からバイオマスを活
用する社会への転換が不可欠である。
　バイオマスの生産量を増やすこと、利
用しやすいバイオマスをつくること。そ
れらが、人類にとって重要な課題であ
る。「陸上で最も豊富なバイオマスは、
樹木です。そして樹木バイオマスの大
部分は木質細胞の細胞壁です。私たち
が発見した木質細胞の分化をつかさど
る遺伝子を利用してつくり出したスー
パー樹木は、それらの課題解決に役立
つと確信しています」
　細胞壁の主要な成分はセルロースで、
全体の50％を占める。25％がヘミセル
ロース、25％がリグニンである。細胞壁
の構造は、鉄筋コンクリートに例えられ
ることもある。セルロースは鉄筋、ヘミ
セルロースは鉄筋をつなぐワイヤ、リグ
ニンはその間を埋めるコンクリートだ。
　セルロースとヘミセルロースは糖が連
なった多糖である。それらを糖に分解
（糖化）することで、バイオエタノールや
プラスチックの原料など、さまざまな用
途に使える。細胞壁からセルロースを取
り出して利用するためには、リグニンを
できるだけ取り除かなければならない
が、リグニンはとても分解しにくい物質
である。また現在、バイオエタノールの
原料としてサトウキビ（ショ糖）やトウモ
ロコシ（デンプン）が使われているが、

家畜飼料や食糧の需要と競合してしまう
という問題が起きている。一方で、サト
ウキビの搾りかすやトウモロコシの茎、
さらには稲わらや木材などに由来するセ
ルロースも上手に糖化することができれ
ば、食糧と競合しないバイオエタノール
やプラスチックの原料になり得る。
　「私たちは、木質細胞の分化をつかさ
どる遺伝子の働きを強めたり抑えたりす
ることで、細胞壁の厚さを増やしたり、
セルロースとリグニンの比率を変えた
り、セルロースを糖化しやすい性質にし
たりと、細胞壁の形成を自在にコント
ロールすることを目指しています」

■    シロイヌナズナからポプラへ
　シロイヌナズナで明らかになったこと
をスーパー樹木につなげるため、出村
TLはポプラを用いた研究を進めている。
ポプラは、2006年に樹木として初めて
ゲノムの全塩基配列が解読され、遺伝
子組換え技術も確立されている。
　すでに、シロイヌナズナで発見した木
質細胞の分化に関わる遺伝子をポプラ
に導入する実験を進めている。VND6
を導入するとポプラの葉の表皮細胞が
後生木部道管に、VND7を導入すると
原生木部道管に分化する（図2）。シロイ
ヌナズナの場合と同じだ。しかし、予想
外のことも起きた。「VND7をポプラに
導入すると、繊維細胞の表面に道管細
胞のような模様ができたのです。これ
は、セルロースの利用にはうれしい変化
です」と出村TL。繊維細胞の表面はつ
るっとしているため、糖化酵素が入り込
みにくいと考えられている。表面に凹凸

図2　VND6とVND7の過剰発現によってポプラの葉に誘導された道管細胞
ポプラの葉でVND6を過剰発現させると、表皮細胞が網目模様の後生木部道管細胞へ、VND7を過剰発現させると、ら
せん模様の原生木部道管細胞へ分化した。

研 究 最 前 線

野生型 VND6過剰発現 VND7過剰発現 
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ができることで、糖化酵素が入り込みや
すくなり、セルロースを糖化しやすくす
る可能性がある。「ただし、VND7を導
入すると二次細胞壁が全体に薄くなって
しまうことがあります。いかにバランス
を取るかが、今後の課題です」

■    中国・南京林業大学で野外栽培へ
　研究チームでは遺伝子を導入したポ
プラを理研内の温室で育てているが、
2mくらいまでが限界だ。遺伝子導入の
効果を検証・評価するには、野外の試
験場で栽培することが不可欠である。
　出村TLは、2005年ころから連携先を
探し始めた。ポプラの遺伝子組換え研
究に関する世界中の情報を収集し、中国
に狙いを定めた。中国では、病害耐性と
低温耐性の遺伝子組換えポプラの植林
がすでに行われ、木材としても産業利用
されつつある。理研がアジア各国との協
力を加速する“アジア戦略”を掲げてい
たことも後押しとなった。そこで、中国

のさまざまな大学や研究所を回り、最終
的に南京林業大学との連携を決めた。
　現在、CSRSの篠崎一雄センター長ら
が発見したストレス耐性遺伝子を組み
込んだポプラを、南京林業大学の野外
試験場でテスト栽培するべく、準備を進
めている。「木質細胞の分化に関わる遺
伝子もすでに南京林業大学に送り、ポ
プラへの遺伝子導入作業を行っている
ところです。ストレス耐性遺伝子を組み
込んだポプラに続いて、南京の地でテス
トできる見込みです」（図3）

■    基礎研究と応用研究を往来する
　スーパー樹木の誕生に向けて着々と
前進しているが、課題もあると出村TL
は言う。「まだ細胞壁の形成を自在にコ
ントロールできるようにはなっていませ
ん。木質細胞への分化を制御している
仕組みの理解が、足らないのです」
　出村TLが発見した木質細胞への分化
のメインスイッチの下には、複数のサブ

スイッチがあると考えられている。メイ
ンスイッチを働かせるスイッチもあるは
ずだ。出村TLは、ポプラへの応用を進
めるのと同時に、シロイヌナズナを用い
てVND6やVND7、SND1の上流と下
流はどのように制御されているのかを解
明する研究も行っている。「スイッチは
オン・オフではなく、ダイヤル式でしょ
う。スーパー樹木の実現には、複数のス
イッチの強弱を組み合わせて、微妙なバ
ランスで調整することが不可欠です」
　出村TLがスーパー樹木の実現に本腰
を入れ始めたのは2003年だ。「樹木バイ
オテクノロジーに関する国際学会から招
待講演の依頼を受けました。そこで初め
て、私たちのヒャクニチソウやシロイヌ
ナズナの研究が樹木にも通じ、社会に
役立つことを実感したのです」
　しかし、国際学会があるように樹木の
遺伝子組換え研究で先行しているグ
ループはたくさんある。その中に新規参
入して、世界をリードする成果を挙げる
ことができるのだろうか。「樹木の研究
は広い場所と長い時間が必要です。私
たちは、ライフサイクルが短く、研究室
で栽培が可能なシロイヌナズナを用いて
有用な遺伝子を絞り込み、それを樹木
に応用するという戦略を取っています。
樹木の結果をシロイヌナズナに戻して検
証し、改良することもできます。基礎研
究と応用研究を行き来できるというの
が、私たちの大きな強みです」
　出村TLの目には、南京の大地に根を
張り、空に向かって伸びるポプラの姿
が、はっきりと見えている。

 （取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）

図3　南京林業大学の遺伝子組換
えポプラと野外試験場
セルロース生産研究チームから木質細胞
の分化に関わる遺伝子を送り、南京林業
大学でポプラへの遺伝子導入作業を行っ
ている。今後、野外試験場でテスト栽培
を行う。　撮影：于翔博士

関連情報
● 2006年12月11日プレスリリース
　 「『陸上最大のバイオマス』の生産を制御する遺伝子
を発見」
● 2005年8月15日プレスリリース 
「木質形成に直接関与するマスター遺伝子を発見」
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■     “間違ってもいい”という逆転の発想
──そもそも、なぜ粘菌に注目したのですか。
原：私は1985年に理研に入りました。翌年から、国際連携プ
ロジェクトを推進する国際フロンティア研究システムがスター
トしました。私はそこで、理研でしかできないこと、本当に新
しい研究とは何か、を考えながら研究を続けました。「自己組
織化単分子膜」「時空間機能」「創発機能」という言葉は今では
広く使われていますが、それらは私たちの研究チームが社会へ
いち早く発信したものでした。
──具体的には何を目指したのですか。
原：有機分子で半導体チップと同じものをつくることです。微
細加工によってつくる半導体チップの正確な構造や回路パター
ンを、有機分子同士がひとりでに集まりパターンをつくる自己
組織化で実現することを目指しました。
　実験を続けると、時々うまくいくことがあります。しかし同じ
条件で翌日に実験しても、有機分子は同じ性質を示しません。
現在の半導体チップによるデバイスは、正確に同じ構造・回路
パターンをつくり、常に同じ動作をするように、揺らぎを極力
抑えています。しかし有機分子の自己組織化では、いつも同じ
ことが起きるわけではなく、間違いや揺らぎがあるのです。結
局、有機分子の自己組織化で半導体チップと同じものをつくる

ことは無理だ、と分かりました。
　そこで私は、今まで抑え込もうとしていた揺らぎを積極的に
使えないか、と考えました。間違ってもいい、という逆転の発
想です。そもそも生物の行動はいつも同じではなく、揺らいで
います。当時、理研のバイオミメティックコントロール研究セ
ンターでは、生物に学びそれを応用する研究が進められていま
した。そこで粘菌の研究をしていた中垣俊之さん（現 はこだて
未来大学教授）に、私たちのチームの研究員として来ていただ
きました。そして2000年9月、中垣さんは、単細胞生物の粘菌
が迷路の入り口から出口への最短ルートを見つける能力がある
ことを発見したのです。

■     粘菌が問題を解く行動原理
──その発見後、どのように粘菌の研究を進めたのですか。
原：実は、中垣さんは2000年11月に北海道大学へ異動しまし
た。私たちのチームでは独自の手法で粘菌の研究を続けてきま
した。粘菌をただ観察するのではなく、答えを早く出せるよう
に制御しながら実験を進めたのです。行動を観察して無駄な選
択肢を検討しないように、粘菌が嫌う光で制御しながら、“粘
菌コンピュータ”（表紙）の行動原理を抽出していきました。
　粘菌のすごいところは、迷路の入り口から出口への経路のよ

図　巡回セールスマン問題を解く粘菌コンピュータ
粘菌はA1～D4の複数の選択肢に同時に出たり入ったりして揺らぎながら問題を解いていく。巡回セールスマン問題は都市数が
増えると選択肢となる経路の数が爆発的に増えるが、粘菌が答えを出す時間は桁違いには増えない。

粘菌コンピュータから生命の起源へ

2000年、単細胞生物である粘菌に
迷路の最短経路を解く能力があることを、
原 正彦 客員主管研究員たちの研究チームが報告した。
そして2013年、粘菌が問題を解くときの行動原理をもとに
新たな計算手法を開発し、半導体量子ドットという別の物質系でそれを実行することで、
たくさんの選択肢から短時間でよい答えを導き出せることをシミュレーションで実証した。
現在、その粘菌の研究を発展させ、原始地球において
たくさんの物質の組み合わせから生命がどのように誕生したのか、
生命の起源を探る研究を始めている。

特  集
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うに、たくさんの選択肢があっても、曖
あい

昧
まい

ながらも適切に答えを
出せることです。同様に、たくさんの選択肢から答えを探す「巡
回セールスマン問題」があります。セールスマンが顧客のいる都
市の間を最短経路で一巡するという問題です。都市の数が増え
るごとに、都市間を一巡する組み合わせ、選択肢となる経路の
数は爆発的に増えていきます。例えば、都市の数が25くらいに
なると、現在のスーパーコンピュータでも、経路を全部調べて
問題を解くのに何万年もかかってしまいます。私たちはその巡
回セールスマン問題を粘菌に解かせる実験を進めました。する
と経路の数が爆発的に増えても、答えを出す時間が爆発的に増
えることはなく、短時間で答えを出すことができたのです（図）。
──なぜ、それが可能なのですか。
原：まだ、その仕組みは謎が多いのですが、粘菌が問題を解く
ときの特徴が分かってきました。粘菌は選択肢を一つずつ調べ
るのでなく、複数の選択肢に同時に出たり入ったりして揺らぎ
ながら、答えを探します。選択肢を同時に検討するやり方は、
人間とも共通するように思います。例えばサッカーでスルーパ
スを出す場合、敵と味方の動きを同時に検討して、パスのコー
スを選択します。将棋でも名人のレベルになると、次の一手を
一つずつ読んで決めるのではなく、盤面全体を俯

ふ

瞰
かん

して決める
そうです。
　私たちが注目したのは、粘菌が出す答えは多くの場合、100
点満点の正解ではなく、例えば70点といった“正解に近い答え”
であること、そして、時々間違えることです。そのような揺ら
ぎが、短時間に答えを出せる仕組みにおいて重要だと考えてい
ます。
　粘菌が問題を解くときのもう一つの特徴は、ある答えを出し
た後にも、ほかの答えも探し出そうとすること。そして、問題
のルールが変わったときに、それを認識して状況に合わせた答
えを探そうとすることです。
　サッカーで二度と同じ試合がないように、無限に爆発する組
み合わせ、選択肢の中で勝とうとするとき、現在のコンピュー
タは、そう簡単には答えを探せません。100点満点でなくていい、
間違ってもいい、という揺らぎがあるからこそ、生物は状況の
変化に素早く対応できるのでしょう。不意に敵に襲われたとき
にできるだけ安全な場所へ逃げるなど、生物が生き延びるには、

状況に応じて短時間で正解に近い答えを出して行動する必要
があります。それが生物の知性の起源なのかもしれません。

■     粘菌の仕組みを別の物質系で実行する
──粘菌の行動原理を抽出した計算手法を別の物質系で実行した
シミュレーション研究を今年8月、発表しましたね。
原：私たちは、隣接する半導体の量子ドット間で起きる光エネ
ルギーの移動プロセスが、粘菌の行動原理に似ていることに着
目しました。両者の類似性を利用して、その物質系の利用を前
提とした新たな計算手法を開発し、たくさんの選択肢から答え
を選ぶ問題を解くシミュレーションをしてみました。すると、従
来、最も速いといわれる計算手法よりも短時間で、正解に近い
答えを導き出せることが分かりました。粘菌の行動原理を実際
のデバイスに応用できることを示す成果です。
　ただし、粘菌が問題を解く行動原理はまだ十分に解明できて
いません。私たちのチームでその研究を中心的に進めてきた青
野真

まさ

士
し

さんが、科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業
（さきがけ）でその謎をさらに探っていきます。

■     膨大な組み合わせから生命が誕生した過程を 
実験的に再現する
──東京工業大学に2012年に設立された地球生命研究所（ELSI）
に参加されていますね。どのような研究を行うのですか。
原： ELSIには青野さんも参加しています。地球は約46億年前、
生命は40億年前に誕生しました。その6億年の間に、さまざま
な物質の組み合わせの中から20種類のアミノ酸や、RNAや
DNAが選ばれる化学進化が起き、生命が誕生しました。原始
地球という環境の中で、膨大な組み合わせからある答えが選択
されたのです。その一連の過程を実験的に再現して、生命の起
源を探る研究を進める計画です。
　理研にも生命の起源に関わる研究をしている研究者がいま
す。いずれそれらの人たちとも連携しながら、化学進化と生命
の起源、そして知性の起源まで、理研でしかできないことの精
神を受け継ぎ、さらに本当に新しい研究ができるはず、と毎日
チャレンジしています。

 （取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

原 正彦 （はら・まさひこ）
グローバル研究クラスタ
客員主管研究員

1957年、東京都生まれ。工学博士。東
京工業大学大学院理工学研究科博士学位
取得。1985年、理研高分子化学研究室 
研究員。国際フロンティア研究システム 
分子素子研究チーム、エキゾチックナノ
材料研究チーム 副チームリーダー、局所
時空間機能研究チーム チームリーダー、
理研－HYU連携研究センター 連携セン
ター長などを経て、2013年より現職。
2003年より東京工業大学大学院 教授。

粘菌コンピュータの実験装置の前で



12  RIKEN NEWS  2013  December

■     分野を超えた多階層問題
──理研の異分野の理論家が集まり、どのようなテーマに取り組む
のですか。
初田：生物でいえば、体のマクロサイズで起きる複雑な現象を、
ミクロサイズの原子や分子の相互作用から理解することは難し
いという問題があります。体は膨大な数の原子や分子から成り、
それらの相互作用の組み合わせは爆発的に大きな数になりま
す。そのような「組み合わせ爆発」によって、起き得る現象の
可能性、「自由度」も無限大になってしまいます（図1）。
　ただし実際には、体の中で原子や分子はばらばらに存在して
いるわけではなく、原子・分子から核酸やアミノ酸がつくられ、
DNAやタンパク質、細胞膜や細胞内小器官、細胞、組織、臓
器……、といったサイズごとの階層で塊をつくり、その階層で

塊同士が相互作用します。
望月：階層が上がるごとに、現象の可能性、有効自由度が下が
る「縮約」が起きると考えられます。従って、例えば細胞の現
象を原子や分子から検討しなくても、タンパク質や遺伝子の相
互作用から理解できるのだと考えられます。
初田：自然が階層をつくることは、生物だけでなく物理の世界
でも共通です。クォークが集まり陽子や中性子をつくり、それ
らがつくる原子核と電子から原子ができ、原子・分子が集まり、
星や銀河をつくります。
　銀河を理解するのに、必ずしもクォークから検討しなくても
よいのです。ただし、万物はクォークなどの素粒子からできて
いるので、どのように縮約が起きて階層ができるのか、階層同
士をつなぐ理論をつくる必要があります。物理学ではこれまで、

図1　生物科学における多階層問題 図2　理論科学連携研究推進グループ（2013～2017年度）の研究体制
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階層縦断型基礎物理学研究チーム（初田哲男、中務 孝、肥山詠美子、橋
本幸士）、階層縦断型物性物理学研究チーム（Franco Nori、古崎 昭、柚
木清司）、階層縦断型理論生物学研究チーム（望月敦史、杉田有治）を縦
糸に、階層横断型数理・計算連携研究チーム（橋本幸士、杉田有治）を横
糸にした体制。理研計算科学研究機構（AICS）、大阪大学理論科学研究拠
点、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構（Kavli IPMU）とも連携を行っ
ている。
http://www.riken.jp/research/labs/rg/inter_theor_sci/

理論で分野・階層を超えて
科学のフロンティアを拓く
理論科学連携研究推進グループ発足

2013年4月、理研に理論科学連携研究推進グループ
iTHES （interdisciplinary Theoretical Science）が発足した。
基礎物理学、物質科学、生物科学、計算科学の理論家が集結した、
世界でも例を見ない理論研究グループだ。
iTHESは、どのような新しい領域を開拓しようとしているのか。
研究代表責任者を務める基礎物理学が専門の初田哲男グループディレクター（GD）と、
理論生物学のチームを率いる望月敦史チームリーダー（TL）に聞いた。

特  集
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クォークや原子核、星・銀河といった階層ごとに、個別に研究
が進められてきました。これからの基礎物理学では、階層同士
をつなぐ理論を築くことが大きな課題です。そのような「多階
層問題」は、物質科学、生物科学に共通しています。分野を超
えて役立つ手法、あるいは分野を超えて成り立つ理論があるか
もしれません。そのような手法や理論を築き、科学の新しい領
域を拓くことが、iTHESの大きな目標です。
　そのためにiTHESでは、基礎物理学、物質科学、生物科学
ごとに階層を縦断する研究テーマに取り組むとともに、分野を
横断する数理科学と、スーパーコンピュータ「京」などを駆使
する計算科学を推進します（図2）。

■     「京」による大規模計算で解く現象を、 
超ひも理論は手計算で解明可能に？
──基礎物理学ではどのような研究を進めるのですか。
初田：原子核は、陽子と中性子から成り、さらに陽子や中性子
はクォークがそれぞれ3個集まってできています。クォーク同
士に働く「強い相互作用」を説明する「量子色力学（QCD）」
は、とても複雑な理論です。その精密計算には膨大な計算量が
必要なため、クォークが3個集まった陽子や中性子の性質を
QCDで精密計算できるようになったのは、21世紀に入ってか
らです。
　私たちは2006年に、中性子と陽子に働いて原子核をつくり
出す核力をQCDで精密計算することに世界で初めて成功しま
した（本誌2012年12月号 研究最前線）。
　現在、「京」を使ってさらにQCDの大規模計算を進めること
で、核力の性質を解明しようとしています。クォークから陽子・
中性子、原子核の階層をつなげて理解することが、やっとでき
るようになってきました。
　さらに私たちは、クォークから中性子星の性質を理解できる
ようになってきました（2013年9月14日プレスリリース）。中性子星
は、直径70万kmもある太陽と同じくらいの質量を持ちながら、
その直径は約10kmという超高密度の天体です。物理ではその
ような極限状態を調べることで重要なことが見えてきます。基
礎物理学において階層をつなぐ研究は、今後、大きく進展する
でしょう。

　一方、iTHESで数理科学のチームを率いる橋本幸士さんは、
超ひも理論の専門家です。超ひも理論は、物質の最小単位は
“ひも”あるいは“膜”だと考える新しい理論です。その超ひも理
論を使えば、私たちが「京」によるQCDの大規模計算で明ら
かにしようとしている核力の性質を、手計算で解明できる可能
性があります。ただし、超ひも理論で核力をうまく記述できる
かどうか、まだ証明できていません。私たちが進めている「京」
によるQCDの計算結果と、超ひも理論が導き出す計算結果を
照合することで、超ひも理論の予言が正しいのかどうか検証す
ることができるでしょう。
　さらにここ数年、超ひも理論により、物質の電気抵抗がゼロ
になる超伝導のような物性物理の現象も説明できそうだという
研究報告が出てきています。ただし、それに批判的な物性物理
の研究者もいて、とても熱い議論が繰り広げられている状況で
す。iTHESでは、新たに加わった若い理論家が、超ひも理論
を物性物理など現実世界に応用する研究にも挑んでいます。
　一方、iTHESの物性物理のチームを率いるF

フ ラ ン コ

ranco N
ノ リ

oriさん
は、「量子シミュレータ」を提唱しています。電子がひしめき合っ
て強く相互作用する強相関電子系と呼ばれる物質では、高温超
伝導のような現象が起きます。そのような物質中の電子やイオ
ンが見せる複雑な現象を、操作しやすい原子や光の実験と数
値計算で理解できる、というのが量子シミュレータの考え方で
す。Noriさんたちのチームでは、物性物理だけでなく、ブラッ
クホールや真空のエネルギーなど宇宙論で現れる現象も、量子
シミュレータによる原子や光を使った実験で解明しようとして
います。

■     ビッグデータが拡大する生物科学こそ 
理論家の腕の見せどころ
──生物科学ではどのような研究に取り組むのですか。
望月：生物の理論研究は始まったばかりで、物理の理論に比べ
て遅れています。理論研究は実験の記述や説明からスタートし
ます。やがて理論が発展して、予測ができるようになります。
その予測を実験で検証できるところまで研究段階が進展してい
るのが物理学です。数学的にはるかに進んでいる物理理論の
考え方を取り入れることで、生物の理論を大きく発展させたい

撮影：STUDIO CAC

初田哲男　グループディレクター
初田量子ハドロン物理学研究室 主任研究員

望月敦史　チームリーダー
望月理論生物学研究室 主任研究員
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と思います。
　生物学では今、個々の遺伝子の機能を調べる実験などが進
められ、膨大な情報が日々生まれています。まさにビッグデー
タが急拡大しているのですが、その理論的な解析が十分になさ
れていない状況です。情報が増え過ぎて、全体像の理解がし
にくくなっています。まさに理論家の腕の見せどころです。
──望月TLは、遺伝子やタンパク質などの多数の生体分子が相互
作用する複雑なネットワークを分析する「リンケージ・ロジック」
を構築しました（図3）。iPS細胞（人工多能性細胞）をつくる際に体
細胞に導入する4種類の遺伝子、いわゆる“山中ファクター”を理
論的に予測できた可能性があるそうですね（本誌2012年3月号 研究

最前線）。
望月：リンケージ・ロジックは複雑なネットワークを、数学を
使って大事な部分を抜き出して単純化する理論です。京都大
学の山中伸弥教授たちは、実験により4種類の遺伝子を発見し
ましたが、遺伝子のネットワークが十分に解明されていれば、
事前に理論的に予測できたかもしれません。
　現在、再生医療への応用を目指して、ある性質を持った細胞
を別の性質の細胞に変える研究が進められています。遺伝子
ネットワークを理論的に解析することで、どの遺伝子をオフに
してどれをオンにすれば別の細胞に変えることができるのか、
理論的に予測できるようになるでしょう。ビッグデータが急速
に拡大している生物学は、理論さえ発展すれば、予測と検証が
しやすい分野になると思います。

■     生物を含めた21世紀の縮約理論を築く
──物理と生物を横断する理論をつくることは可能ですか。
望月：リンケージ・ロジックは、ある遺伝子が別の遺伝子をオ
ンにしたりオフにしたりといった制御関係から生命現象を解析
する力学の理論です。生物の理論には、まだそのような力学の
理論しかない、と言っていいかもしれません。しかし力学の理
論では記述できない生命現象がたくさんあります。例えば、細
胞の機能には生体分子の空間的な配置が深く関係しているので
すが、それは力学の理論だけでは十分に記述できません。生物
における多階層問題に取り組むためにも、力学とは異なる手法
を生物の理論へ導入する必要があります。

初田：1970年代に提唱された「繰り込み群」は、素粒子から物
質科学まで共通に使われている手法で、20世紀物理学におけ
る最大の理論的発見の一つです。それは、時空間のある領域を
取り出して塊として見る「粗視化」という概念に基づき、階層と
階層をつなぐ縮約理論の一種です。
望月：現在の生物の理論には、繰り込み群のような概念はまだ
ありませんね。
初田：iTHESでは、生物を含めた21世紀の縮約理論を築くこ
とを目指しています。超ひも理論のような階層や分野を超える
可能性を秘めた理論の登場や「京」の稼働など、21世紀の縮約
理論を築くための手法は整いつつあります。

■     分野を跳び越える若手を育てる
──人材育成もiTHESの大きな目的ですね。
初田：分野や階層を超えた新しい概念や理論を生み出してくれ
る若い人たちを育てていく必要があります。iTHESとして14人
ほどの若手研究員に新たに参加してもらう予定です。各分野で
一流の若い人たちが、ほかの分野の研究者とも連携し共同研究
を行う機会をつくっていきます。若い人たちの好奇心を刺激す
る土壌をつくることが、私の役目です。
　実は最近、私は週に1回ほど望月さんの研究室で理論生物学
の見習いをしています。話を聞いていると、それも分かっていな
いの！ という驚きがあります。例えば細胞が分裂するとき、
DNAが絡まることなくどのように二つの細胞に分配されるのか
分かっていないそうですね。そのような生命の本質に関わる未
解明の面白い研究テーマが、生物学にはたくさんあることを知り
ました。生物の細かい現象は分かりませんが、望月さんたちが
使っている生物理論の数式はよく分かります。先日聞いた葉の
葉脈ができる仕組みなど、生物がつくる空間パターンに関わる現
象には、物理の繰り込み群の概念を応用できるかもしれません。
望月：初田さんから本質を突いた質問や視点の異なる指摘を受
けて、研究室のメンバーはとても刺激を受けています。iTHES
での異分野との連携を、私自身も理論家として成長する機会に
したいと思っています。

 （取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

図3　リンケージ・ロジック
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10月20日、林 芳正 農林水産大臣が末松信介 参議院議員らと
共に、理研計算科学研究機構（神戸市）を視察しました。平尾
公彦 機構長が本格稼働から1年を経過したスーパーコン
ピュータ「京」の最新の研究成果や活用状況を説明し、その後、

井上愛一郎 統括役の解説により「京」を視察。「京」が科学技
術や産業界などさまざまな分野で成果を挙げていることや、
それを支える「京」の技術について、そして「京」に続く次期
スパコン計画などについて意見交換が行われました。

林 芳正 農林水産大臣が計算科学研究機構を視察

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

新研究室主宰者の紹介

上皮形態形成研究チーム 
チームリーダー

Wang Yu-Chuin ワン・ヨウチュン
①1973年
②台北（台湾）
③  University of Chicago（米国）
④  Princeton University（米国）
⑤細胞の形の変化と組織形態形成
⑥A life with passion is one worth living for
⑦サイクリング、料理、クラシック音楽

発生エピジェネティクス研究チーム 
チームリーダー

平谷伊智朗 ひらたに・いちろう
①1974年
②石川県
③東京大学大学院理学系研究科博士課程
④ フロリダ州立大学（米国）、国立遺伝学研究所
⑤核内ゲノム高次構造の発生制御
⑥�いつも前向きに、弱音は吐かない
⑦スポーツなら何でも

統合物性科学研究プログラム 
動的創発物性研究ユニット 
ユニットリーダー

賀川史敬 かがわ・ふみたか
①1979年
②千葉県
③東京大学大学院工学系研究科博士課程
④  ERATOプロジェクト、東京大学工学部
⑤強相関物質の物性測定とその学理の探求
⑥意志あるところに道は開ける
⑦テニス、映画鑑賞

統合物性科学研究プログラム 
ソフトマター物性研究ユニット 
ユニットリーダー

荒岡史人 あらおか・ふみと
①1974年
②東京都
③東京工業大学大学院理工学研究科博士課程
④ ベルギー・ルーバンカトリック大学、東京大学、
東京工業大学

⑤有機材料機能物性（特に光学物性測定）
⑥�I f you love you are doing, you wil l be 

successful
⑦車

創発物性科学研究センター 発生・再生科学総合研究センター

T O P I C S
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し～らかんす
生越 満 おごし・みつる
放射光科学研究推進室 室長代理

ht tp : / /www. r iken . jp /

「万障お繰り合わせの上、ご参集ください」。もう何度こ
のメールを配信しただろう。私は、10年を越えて続く不
定期飲み会「し～らかんす」の幹事長である。

■
「し～らかんす」の始まりは、某主任研究員が北欧出張の
お土産にと世界一臭い食べ物として名高いニシンの缶詰
を持ち帰ったところ、当時の秘書さんから決して研究室
では開けてはならぬとくぎを刺されたために、おそらく
は共犯にと事務職員を巻き込んで、和光の事務棟正面に
鎮座するサイクロトロンの前で開缶したことに起因する。
このときは、放たれた“芳香”に当時の理事長まで飛び出
してくる始末。やはり、この手のことはコソコソとやらな
ければ。毎回秘書さんに叱られながらも、おのおのの故
郷から、なれずし、くさや、豆腐よう、そのほか臭い物
と諸国漫遊談を研究室に持ち込んでは四

よ

方
も

山
やま

話に夜も更
けるようになり、業を煮やした秘書さんの一喝により最
近は“おいしいもの”に切り替わってはいるが、幾人かの
研究者と幾人かの事務職員が入れ代わり立ち代わりでこ
の研究室にやって来ては、適当な話題に花を咲かせて、
いつの間にか帰っている。「し～らかんす」とは、そんな
飲み会である。

■
話題はいつもとりとめもなく、狭い研究室のあちらこち
らで会話の輪が離合集散しているが、記憶に残っている
ものでは、雑煮の餅は丸か四角か、煮るか焼くか（焼い
てから煮るというのも）、ダシかしょうゆか、はたまたみ
そか（果てはあんこ入りというのも）、理研職員も十人十
色を実感しつつ、背後からは、いや坊主（ボーズ）の粒
子は万人一色だよとの切り返し。仏教でいわく「色即是
空、空即是色」は素粒子物理学の本質を述べているとか、
イイ気になって物理帝国主義者（私です）が最先端の生
物学研究者に議論を挑んで、机をたたいて怒られたり。

■
もちろん、研究プロジェクトの悲喜こもごもも話題の一
つ。これを調達しないと先に進めないという声に、その

場にいた契約担当がこうしたら買えるよと即答したり、
たまたま通りすがりに入ってきた研究者が懐で温めてい
たネタを明かして、ああでもないこうでもないとなって、
そこから新しいプロジェクトが始まったり。理研で異分
野をつなぎ留める膠

にかわ

はアルコールであるという、鈴木梅
太郎先生以来の伝統はこうして守られているのである。

■
近年、何事にも世知辛く、とかく効率を求められるよう
になった気がするが、科学は“文化”であり、衣食が足り
て心にゆとりがあって、そこに人智が集まって、ちょっ
とした潤滑油（理研の場合はやはりアルコールか）があっ
てこそ奇抜な発想が生まれ、新しい知見につながってい
くもの。私はそう信じている。忙しい最中でも“万障繰り
合わせて”集まる「し～らかんす」がそのような場であ
る、というのは私の妄信か、飲みたいだけの言い訳か。
そんな中、私もその立ち上げをお手伝いした研究プロ
ジェクトで、かの主任研究員がとある賞を受賞され、恩
師や研究仲間を招いて受賞記念パーティーを催したの
が、その名も「拡大し～らかんす」。これは幹事長冥

みょう

利
り

に
尽きるというもの。そろそろ次回を企画しなければ。

■
何で「し～らかんす」と呼ぶのかって？ かの主任研究員
が「生きた化石」だからってことではないので誤解なきよ
う。

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、日本の自然科学の発展にご参加ください。

問合せ先● 理研  外部資金室  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）

写真 •   とある日の「し～らかんす」（左後方が筆者）
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