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研究最前線「π電子が示す多様な物性を探究する」より

研究最前線



π電子が示す多様な物性を探究する
量子スピン液体と質量のないディラック電子の新展開
研究最前線
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炭素はほかの原子と結合する手を4本持ち、
多様な構造の分子をつくることができる。
炭素60個がサッカーボール状に集まったC60フラーレン、
正六角形状の炭素がつくる原子1層分のシートであるグラフェン、
炭素を含む導電性プラスチックの研究は、それぞれノーベル賞の対象となった。
パイ

「それらの物質の性質はいずれもπ電子が生み出しています。
炭素を含む分子がつくる多様な構造を持つ舞台の上で、
π電子はさまざまな振る舞いを見せます」と加藤礼三 主任研究員。
π電子が見せる量子スピン液体と質量のないディラック電子に関する
加藤分子物性研究室の最新研究を紹介しよう。

π電子が示す多様な物性を探究する
量子スピン液体と質量のないディラック電子の新展開

■ 圧力をかけたら質量のない

白川博士はポリアセチレンというプラス

電気を流すためには、
「エネルギーバ

ディラック電子が現れた！

チックに臭素やヨウ素を加えてπ電子を

ンドが電子で部分的に詰まっているこ

まず、π電子とは何かを簡単に紹介し

動きやすくさせることで電気が流れるよ

と」が必要である。電気を流す分子性結

うにしたのだ。

晶は、HOMO から電子を放出しやすい

よう。原子同士が 2 個ずつ電子を出し

分子や結晶の性質は、その中の電子

分子と、LUMO で電子を受け入れやす

二重結合はσ結合とπ結合と呼ばれる 2

状態で決まる。分子の中で電子はいくつ

い分子という異なる 2 種類の分子から成

種類の結合から成る。結合力の強いσ

かの軌道を回っており、電子はエネル

り、両者の間を電子が移動して、エネ

合って結び付くことを二重結合という。
シグマ

パイ

結合は分子の骨格をつくる。σ結合より

ギーの低い軌道から順に詰まっていく。

ルギーバンドが電子で部分的に詰まっ

も結合力が弱いπ結合を担っているの

電子が詰まった分子軌道の中で最もエ

た状態になって電気が流れる、というの

が、π電子だ。π電子は物質の中をかな

ネルギーが高い軌道を「最高占有分子軌

が典型例だ。一方、1 種類の分子だけが

ホ

モ

り自由に動くことができる場合がある。

道（HOMO）
」と呼ぶ。一方、電子が詰

集まって結晶化した単一成分の分子性

例えばベンゼンは、6 個の炭素が二重結

まっていない分子軌道の中で最もエネル

結晶では、エネルギーバンドは完全に

合と単結合で交互につながり正六角形

ギーの低い軌道を「最低非占有分子軌

詰まっているか完全に空であるためπ

をつくっている。その正六角形の中を 6
個のπ電子がぐるぐると回り、これによ
りベンゼンは安定性を示している（図1）
。
有機化合物の一種であるプラスチッ

ル

モ

電子は動けず、電気を流すことは不可

道（LUMO）
」と呼ぶ。
次に、分子が集合してできた結晶の

能だと考えられていた。これは、
「1 個

中では、電子はさまざまな波長を持つ波

の独立した粒子」という従来の分子の概

として振る舞い、そのエネルギーは、波

念から考えれば、当然ではある。

の波数（波長の逆数）に依存するエネル

「ところが 2001 年、日本の研究グルー

白川英樹 博士は 1970 年代、電気が流れ

ギ ーバンドとして表される。分 子 の

プが、普通の金属と同じように電気が流

る導電 性プラスチックをつくり出し、

HOMO や LUMO は、結晶の中で、そ

れる単一成分の分子性結晶をつくること

2000 年にノーベル化学賞を受賞した。

れぞれエネルギーバンドをつくる。

に成功しました。日本は、有機分子など

クは普通、電気が流れない絶縁体だ。
しらかわ

が集まった分子性結晶の物性研究で間
違いなく世界のトップを走っています」
と加藤主任研究員は言う。

水素
単結合

サイ

二重結合

のパラジウム（Pd）に炭素や硫黄を含む

π電子
炭素

π電子の軌道

π結合

σ結合

原子団（配位子）が結合した [Pd(dddt)2]
という分子（金属ジチオレン錯体）から
成る、単一成分の分子性結晶に、高い

図 1 ベンゼンとπ電子
ベンゼンでは、6 個のπ電子が炭素のつくる正六角形の中を回っている。
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キョウ ハ

同研究室の崔 亨 波 研究員は、中心

圧力をかける実験を行った（図 2）
。その
結晶は電気が流れない絶縁体だが、圧

撮影：STUDIO CAC

加藤礼三（かとう・れいぞう）

加藤分子物性研究室
主任研究員

1955年、山口県生まれ。理学博士。東京

大学大学院理学系研究科博士課程修了。
東邦大学理学部助手、東京大学物性研究
所助教授を経て、1999年より現職。

力をかけることで同じ分子の HOMO

彼のところには国内外から測定の依頼

性が理論的に予測されていた。
「この電

と LUMO のエネルギーバンドが重な

が来ます」と加藤主任研究員。

子の運動方程式は、相対論を量子力学

り、π電子が部分的に詰まったエネル

圧力を少しずつ上げながら電気抵抗

に組み込んだディラック方程式に類似し

ギーバンドができて電気が流れ、さら

の温度依存性を測定する実験を続ける

ているため、質量のないディラック電子

に、電気抵抗がゼロとなる超伝導が現

と、約 12.6 万気圧で驚くべき現象が現

と呼ばれ、結晶の中で非常に動きやすく

れるのではないかと期待したのだ。

れた。
「質量のないディラック電子の存

なっていると考えられています」

ダイヤモンド・アンビル・セルという

在を示す振る舞いが現れたのです。まっ

装置を用いて、微小な試料をダイヤモ

鉛筆の芯にも使われる黒鉛（グラファ
イト）は、正六角形状の炭素のシートで

たく予想外の結果でした」

あるグラフェンが積み重なってできてい

ンドで挟んで超高圧をかける。電気抵
抗を測定するために、長さ 0.1mm ほど

■ 質量のないディラック電子が

る。グラフェン中のπ電子が質量のない

の試料に太さ 0.005mm の金線 4 本を電

現れる仕組みをモデルで解明

ディラック電子となることは、理論的に

極として取り付ける（図 3）
。
「このような

電子は陽子の 1,836 分の 1 の質量を持

予測されていた。しかし 20 世紀中は、

細かい作業ができる人は世界でも限ら

つ。ところが、ある種の物質の中では、

黒鉛から原子 1 層分のグラフェンだけを

れています。その一人が崔さんです。

電子の質量が見掛け上ゼロになる可能

取り出すことは誰もできなかった。21 世
紀に入り、スコッチテープを使って黒鉛
からグラフェンを簡単に単離できること

LUMO

エネルギー

バンド

が発見され、質量のないディラック電子
の存在が実験的に確かめられた。この研
究には、ノーベル物理学賞が贈られた。
た じま なお や

同研究室の田嶋尚也 客員主管研究員

圧力が低い場合

（元 専任研究員、現 東邦大学 教授）は
Pd

S

C

HOMO

H

バンド
波数

[Pd(dddt)2]

子が現れることを実験的に示した（『理研

π電子

エネルギー

）
。
「それは
ニュース』2010 年 7 月号「FACE」

2 次元結晶のグラフェンとは異なって、3

ディラックコーン

約12.6万気圧

LUMO

EF

2009 年、α-(BEDT-TTF)2I3 と呼ばれる
分子性結晶でも質量のないディラック電

バンド

HOMO

バンド
波数

図 2 高圧下の分子性結晶 [Pd(dddt)2] で現れる質量のないディラック電子
この結晶では、圧力が低い場合には、LUMO とHOMO のエネルギーバンド（この図では、2 次元のベクトルで表される波
数の関数）が離れており、HOMO のバンドは電子で完全に詰まり、LUMO のバンドは完全に空である。このとき、π電子
は動くことができず絶縁体になっている（上）
。圧力を約 12.6 万気圧にすると、二つのエネルギーバンドが 点 で交わり、
ディラックコーンと呼ばれるバンド構造となった。エネルギーバンドは、交点のエネルギー値（EF）までπ電子で詰まって
いる。このときのπ電子は、質量のないディラック電子となり、高速で結晶中を動き回ることができる。

次元的な結晶の中で質量のないディラッ
ク電子が確かめられた最初の例でした。
その物質は、二つの成分からできた分子
性結晶です。その後は、質量のないディ
ラック電子が現れる分子性結晶は見つ
かっていませんでした」
加藤主任研究員たちは、[Pd(dddt)2]
の単一成分の分子性結晶に圧力をかけ
ると、何が起こっているのかを調べた。
圧力をかけたときの結晶構造を実験的に
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スピンの向きが
固 定 化した 状 A
態（固体）

顕微境下で試料に配線する崔 亨波 研究員

4 本の電極を取り
付けた試料

B

B

図 4 スピンのフラストレーション

横から

上から

図 3 圧力をかけて電気抵抗
などを測定する実験

長さ 0.1mm ほどの試料に 4 本の電
極（直径 0.005mm の金線）を取り付
け、上下からダイヤモンドで挟んで
圧力をかけて測定を行う。極めて細
かい手作業。

A

フラストレーション。
スピンの向きが常に揺
らいでいる状態（液体）

??
C

C

多くの物質では、スピンの向きが反平行になって固定化する（左）
。正三角形の頂
点に並んだ 3 個の電子は、フラストレーションによりスピンの向きが定まらず常に
揺らいでいる可能性がある（右）
。

ダイヤモンドで挟まれた試料

いに120 度の向きになれば安定化して、
量子スピン液体は存在しないという説
が、学会で優勢だった時期もありました」

つむら

高速で移動することができる。それを利

2003 年、日本の研究グループが、あ

谷貴夫 客員研究員（元 特別研究員、現

用した処理速度が速い情報処理素子の

る有機物を主成分とする分子性結晶が

物質・材料研究機構 ICYS 研究員）が、

開発などが期待されている。質量のない

量子スピン液体の有力候補であることを

圧力下の結晶構造と電子状態（バンド構

ディラック電子が現れる分子性結晶の研

ついに発見した。さらに 2008 年、加藤

造）を量子力学に基づく第一原理計算で

究は将来、超高速の情報処理素子の開発

主任研究員たちは、Pd(dmit)2という金

求めた。
「圧力を高くしていくと離れてい

に貢献する可能性がある。

属ジチオレン錯体を含む分子性結晶も、

調べることは難しいので、同研究室の圓
や

た LUMOとHOMO のエネルギーバン
ドが“点”で交わり、ディラックコーンと
呼ばれる質量のないディラック電子に特
徴的なバンド構造になることが分かりま

量子スピン液体になる有力候補であるこ

■ 量子スピン液体ができる

とを発見した。
「私たちは 0.019K まで冷

仕組みが見えてきた

やしてもスピンの向きが定まらないこと

電子は電荷とともにスピンという自転

を確かめました。しかし、絶対零度を実

に似た性質を持つ。結晶の中で全ての

験的に実現して確かめることは不可能な

電子スピンが同じ方向を向いているのが

ので、正確には有力候補という言い方を

物質には質量のないディラック電子は現

磁石である。しかし、多くの物質では、

しています」

れない。
「この物質では、なぜ二つのエ

スピンは向きが互いに逆になった「反平

ネルギーバンドが 点 で交わるのか、

行のペア」をつくろうとする。

した」
（図 2 下）と加藤主任研究員。
もちろん、圧力をかけてもほとんどの

量子スピン液体はどのような仕組みで
現れるのか。それを探るため、同研究室
たかし

の山本 貴 客員研究員（元 訪問研究員、

第一原理計算だけではその仕組みまで

正三角形の各頂点に1 個ずつ電子があ

は分かりません。私は適切な近似を用い

る場合を考えよう（図 4）
。電子 A とB が

現 愛媛大学 准教授）は大型放射光施設

たモデルをつくって、その仕組みを明ら

反平行のスピンペアを組むと、残りの電

SPring-8 などを使って、Pd(dmit)2 を含

スプリングエイト

かにしました。このモデルを用いれば、

子 C のスピンはどちらを向けばいいの

む分子性結晶の分子構造や電子密度を

どういう条件ならば質量のないディラッ

か。
「これは、あちらを立てればこちら

測定した。この結晶では 2 個の分子がひ

ク電子が現れるのか予測できるようにな

が立たずという三角関係で、フラスト

と固まり（2 量体）になって一つのユニッ

ります。それによると、質量のないディ

レーション効果と呼ばれます。普通の物

トをつくり、三つのユニットがつくる三

ラック電子は、α-(BEDT-TTF)2I3 のよ

質は、絶対零度（0K ＝−273.15℃）まで

角形が結晶全体に並んでいる（図 5 上）
。

うな 2 成分の分子性結晶よりも、むしろ

温度を下げるまでに、結晶内でのスピン

π電子は各ユニットに1 個ずつあるが、

単一成分の分子性結晶の方で現れやす

の向きは定まり固定します。いわば、ス

隣のユニットに移動しようとしても動け

いことが分かりました。圧力をかけない

ピンの固体状態です。しかし、フラスト

ない。隣のユニットにもπ電子があって

常圧でも質量のないディラック電子が現

レーション効果が強いと、絶対零度でも

互いの電荷の反発が強いからだ。このよ

れる可能性もあります」

スピンの向きが定まらないで揺らいでい

うな理由で電気が流れない物質をモット

る量子スピン液体になることが、1973

絶縁体という。

そう語る加藤主任研究員たちは今後、
モデルに基づき常圧で質量のないディ
ラック電子が現れる単一成分の分子性結
晶を発見することを目指していく計画だ。
質量のないディラック電子は物質中を
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年に理論的に予言されていました」

「山本客員研究員が行った測定により、

20 世紀中には、そのようなまったく新

Pd(dmit)2 を含む分 子 性 結晶では、ユ

しい磁性状態を示す物質は見つからな

ニット（分子 2 個）が単独で存在する状

かった。
「正三角形でも3 個のスピンが互

態、ユニット2 個（分子 4 個）がグループ

関連情報

2017年10月11日プレスリリース

Pd

分子結晶におけるスピン液体の起源を解明

S

2017年3月16日プレスリリース

C

「質量のないディラック電子」系を発見
ユニット

単独

図 5 Pd(dmit)2 を含む分子性結晶が量子
スピン液体になる仕組み

Pd(dmit)2 の
2 量体ユニット

この分子性結晶では、Pd(dmit)2 の 2 量体（分子 2 個）が
一つのユニットをつくり、三つのユニットがつくる三角
形が結晶全体に並んでいる。SPring-8 などを使った振
動スペクトルの測定により、ユニット（分子 2 個）単独の
状態、ユニット 2 個（分子 4 個）がグループをつくる状
態、ユニット 4 個（分子 8 個）がグループをつくる状態が
絶えず組み替わっていることが分かった。それにより、
π電子同士の距離が短くなったり長くなったりして電子
密度が変わり、電子間の反発を緩和している。それがス
ピンの向きが定まらない量子スピン液体になる仕組み
に重要だと考えられる。

赤色の濃さが
電子密度を示す

4 個の
グループ

2 個の
グループ

をつくる状態、ユニット4 個（分子 8 個）

い温度で電気抵抗がゼロとなる「高温超

超伝導が起こる仕組みを解明して、室

がグループをつくる状態があって、それ

伝導」現象が発見された。超伝導になる

温で超伝導が起こる物質を開発するこ

ら三つの状態が絶えず組み替わってい

には、反発し合う電子がペアをつくるこ

とだ。最近、硫化水素分子に超高圧を

ることが分かりました。それにより、π

とが必須だと考えられている。ただし、

かけると、約−70℃という最も高い転移

電子同士の距離が短くなったり長くなっ

高温超伝導体において、電子がペアを

温度を持つ超伝導体となることが、大き

たりして電子密度が変わり、電荷による

組む仕組みは、現在でも完全には解明

な話題となった。室温で電気抵抗がゼ

反発を緩和しています（図 5 下）
。絶対零

されていない。

ロになる超伝導体が開発できれば、エネ

度でもπ電子の密度が常に変動すること

銅酸化物高温超伝導体の母体は、電

ルギーロスのない送電や蓄電が可能とな

が、スピンの向きが定まらない量子スピ

子が反発し合って電気が流れないモット

り、エネルギー問題の解決に大きく貢献

ン液体ができる仕組みに重要だと、私た

絶縁体だ。このとき電子は、狭い原子軌

すると期待されている。

ちは考えています」

道に閉じ込められる。これが、分子性結

モット絶縁体のような、電子が強く反

量子スピン液体が興味深いのは、そ

晶のモット絶縁体では、空間的な広がり

発し合っている物質は、強相関電子系と

れが日常の世界とは懸け離れた、まさに

を持つ分子軌道となり、この違いが重要

呼ばれる。強相関電子系では、高温超

量子力学の現象である点だ、と加藤主

となる。いろいろな手段を使って、モッ

伝導や量子スピン液体以外にもさまざま

任研究員は指摘する。
「量子スピン液体

ト絶縁体の電子を動けるようにすると超

な現象が現れると期待され、研究が活

は、スピンの向きのパターンが時間とと

伝導現象が現れる。

発に行われている。強相関電子系には、

もに変動しているようなものではありま

加 藤 主 任 研 究 員 た ち は 2006 年、

金属酸化物のような無機物と、有機分
子を含む分子性結晶がある。

せん。結晶の中であり得る膨大な数のパ

Pd(dmit)2 を含む分子性結晶が、超伝導

ターンが全て重なって同時に強く影響し

になることを発見した。その物質ではフ

「理研の創発物性科学研究センター

合っている『量子もつれ』という状態だ

ラストレーションが重要な役割を果たし

（CEMS）では、無機物の強相関電子系

と考えられています。実は、量子スピン

ており、銅酸化物とは異なる仕組みで超

の研究が強力に推進されています。私

液体の状態は、量子力学の式で記述す

伝導が 起こる可能性を発 見したのだ

たちの分子性結晶とは舞台が異なります

（『理研ニュース』2008 年 5 月号「研究最前線」）
。

が、強い電子相関という共通性があり、

「最近、Pd(dmit)2 の分子性結晶の超

両者の成果が組み合うことによって、強

計算を瞬時に行う量子コンピュータの開

伝導において珍しい現象が見つかり、

相関電子系の総合的な理解が得られる

発が進められており、量子スピン液体を

論文にまとめているところです。その論

といえます」

ることが、現在もできていません」
量子もつれを利用して、膨大な量の

量子コンピュータに使うことを検討して

文は超伝導研究に大きな議論を巻き起

いる研究者もいる。

こすことでしょう」

■ 有機と無機の強相関電子系
1986 年、銅酸化物で、従来よりも高

加藤主任研究員たちは、今後も分子
性結晶で多様な構造を持つ舞台をつくり

現在までに発見されている超伝導体

出し、π電子にさまざまな振る舞いをさ

はいずれも極低温に冷やす必要がある。

せることで、物性科学をけん引していく。

物性科学の大きな目標の一つは、高温

（取材・執筆：立山 晃／フォトンクリエイト）
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生物の体は、さまざまな種類のたくさんの細胞によって構成されている。
それらは全て同じ遺伝情報を持っている。しかし、遺伝情報を同じように使っていたのでは、
形や働きの違う細胞をつくることはできない。
それぞれの細胞が、その細胞らしさを示すのは、
「エピジェネティクス」というシステムによって
細胞の種類ごとに遺伝子の発現パターンが決められているからである。
それぞれの細胞らしさは、細胞分裂しても受け継がれ、維持される。
眞貝細胞記憶研究室では、エピジェネティクス、そして細胞記憶の制御メカニズムを
明らかにすることで生命現象を理解しようとしている。

“その細胞らしさ”はいかにして継承される？
■ 細胞記憶とは

この過程を遺伝子の発現と呼んでいる。

■ エピジェネティクスの代表は化学修飾

研究室名の「細胞記憶」とは？「よく

細胞は種類によって形や働きが違う

「エピジェネティクスにはいろいろあり

混同されるのですが、脳の記憶とは違い

が、同じ遺伝子を同じように使っていた

ますが、よく研究されているのが DNA

ます」と眞貝洋一主任研究員。
「細胞に

のでは形や働きの違う細胞をつくること

やヒストンの化学修飾です」と眞貝主任

は、さまざまな種類があります。それぞ

はできない。実際には、細胞の種類に

研究員。DNA は二重らせん構造をして

れの細胞らしさを決めている情報が細胞

よって遺伝子の発現のパターンが違うの

いて、ヒトの DNA の長さは約 2m にもな

分裂を経ても維持されることを、私たち

だ。例えば肝臓の細胞が増殖するときに

る。DNA はヒストンというタンパク質に

は『細胞記憶』と呼んでいます」

は、遺伝子の発現パターンを維持したま

2 周ずつ巻き付いていて、ヌクレオソー

生物 1 個体を構成する細胞は全て、1

ま細胞分裂して、できた細胞も肝臓の細

ムを形成している（図1）
。ヒストンは、

個の受精卵から始まっている。つまり、

胞になる。この細胞記憶がなければ、肝

H2A、H2B、H3、H4というタンパク質

全ての細胞が持っている遺伝情報は同

臓の細胞がいきなり神経細胞になったり

が 2 個ずつ集まっている。ヌクレオソー

じである。遺伝情報は 4 種類の塩基の配

して、生物は破綻してしまうだろう。

ムがたくさんつながったものをクロマチ

列によって DNA に書かれていて、その

「塩基配列を変化させずに遺伝子の発

ンといい、それが折り畳まれて染色体と

一部に遺 伝子がある。遺 伝子領域の

現を制御するシステムをエピジェネティ

なり、核の中に収められている。DNA

DNA は RNA に転写され、その塩基配

クスと呼びます。私たちはエピジェネ

やヒストンにメチル基やアセチル基、リ

列に基づいてアミノ酸が連なってタンパ

ティクス、そして細胞記憶のメカニズム

ン酸基などが付くことを化学修飾とい

ク質がつくられ、さまざまな働きをする。

を明らかにすることを目指しています」

い、どの化学修飾がどこに付くかによっ
て遺伝子の発現状態が変わる。
哺乳類では、DNA のシトシンにメチ
ル基が付いてメチル化されると、多くの

DNA

場合、遺伝子の発現は抑制される。た
H2A

H2B

だし、化学修飾が遺伝子の発現を直接
抑制するのではなく、目印として使われ

H3

H4

と、それを目印にして遺伝子の発現を抑

ヒストン

ヌクレオソーム

制するタンパク質が運ばれてきて、その
結果、遺伝子の発現が抑制されるのだ。

ペリセントロメア

ヒストンのメチル化も目印として使わ

クロマチン

れているが、どのヒストンのどのアミノ
動原体（セントロメア）

図 1 DNA の階層構造
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ている。DNA にメチル基が付いている

染色体

酸にメチル基が付くかによって、遺伝子
発現を抑制するか活性化するかが変わ
る。ヒストン H3 の 9 番目のリジン（ヒス

撮影：STUDIO CAC

眞貝洋一（しんかい・よういち）

眞貝細胞記憶研究室
主任研究員

1961年、神奈川県生まれ。医学博士。順

天堂大学大学院医学研究科博士課程修
了。米国コロンビア大学医学部、米国ハー
バード大学医学部 博士研究員、日本ロ
シュ㈱研究所 主幹研究員、京都大学ウイ
ルス研究所 教授などを経て、2012年よ
り現職。

トン H3K9）のメチル化は遺伝子発現の

干渉という現象が関わっていることが知

集して固く閉ざされていますが、ペリセ

抑制の目印であることが知られている。

られている。哺乳類でも、ヘテロクロマ

ントロメア領域のヘテロクロマチンはわ

「私たちの研究室では、ヒストンのメ

チンの形成に RNA 干渉や RNA を介し

ずかながら DNA から RNA に転写され

チル化、特にヒストン H3K9 のメチル化

たほかの機構が関与しているのか。それ

ていることが知られていました。この

に関する研究を進めてきました。そして、

が大きな謎となっていた。

RNA はタンパク質に翻訳されないノン

ヒストン H3K9 のメチル化が関わるクロ

「ヘテロクロマチンはクロマチンが凝

コーディング RNA です。無駄なものが

マチンの凝集のメカニズムを明らかにし
て、2017 年 8 月に発表しました」と眞貝
主任研究員。この研究を中心的に行っ
あつ こ

たのが、白井温子研究員である。

② Suv39h1のSETがヒ

ストンH3K9 をトリメ
チル化する

① Suv39h1はノンコーディングRNAとCDを介して結合

5’

RNAポリメラーゼⅡに

Suv39h1

SE

■ ノンコーディング RNA が

よって転写されたノン
コーディングRNA

CD

RNAポリメラーゼⅡ

T

ヒストンメチル化酵素を連れてくる

ヒストンH3K9

白井研究員が注目したのは、染色体
の動原体（セントロメア）に隣接するペ

ヒストン

（図1）
。動原体とは、細胞が分裂すると
ぼうすい

きに両極の中心体から伸長してきた紡錘
し

糸が結合する、染色体の正常な分配に
とって重要な部位だ。ペリセントロメア

③ Suv39h1のCDがトリ
メチル化部位に結合

④ SETが効率的にヒス

SET

CD

トン H3K9 をトリメ
チル化

領域には、クロマチンが凝集した構造と

5’

なって存在している。
「凝集したクロマ
チンはヘテロクロマチンと呼ばれ、転写
が強く抑制されています。その構造がど
のように形成されるのかを詳細に明らか
にすることを目指しました」と白井研究

ペリセントロメア領域のクロマチン

5’

リセントロメアと呼ばれる領域である

⑤ CD が新たにトリメチ

ル 化された部 位に移
動。CDが離れたトリメ
チル化部位に、HP1が
結合

HP1

SET

CD

員は説明する。
ヒストンメチル化酵素がヒストン H3K9
にメチル基を 3 個付けて、そのトリメチ
ル化部位を HP1というタンパク質が認
識して結合し、さらに HP1同士が連結
することでクロマチンが凝集して形成さ
れることは、すでに分かっている（図 2
⑥）
。さらに、酵母やショウジョウバエ
では、ヘテロクロマチンの形成に RNA

モノメチル

5’

ヘテロクロマチンは、Suv39h1という

トリメチル

⑥ HP1同士が連結する
ことでクロマチンが
凝集してヘテロクロ
マチンが形成される

HP1

HP1

CD

SET

ヘテロクロマチン

図 2 RNA が関与する哺乳類のヘテロクロマチン形成機構
Suv39h1は、ヒストン H3 の 9 番目のリジン（ヒストン H3K9）をメチル化するヒストンメチル化酵素で、クロモドメイン
（CD）とメチル化を行うSETドメイン（SET）を持っている。ヘテロクロマチンの形成には、タンパク質をつくらないノン
コーディング RNA が重要な働きをしていることが明らかになった。
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つくられているとは考えられませんから、

に異常が見られ、ヘテロクロマチン領域

研究は、運命的な出会いからスタートし

そのノンコーディング RNA にも何かの

への Suv39h1 の蓄積が低下することが

ました」と眞貝主任研究員。

働きがあるはずです。だとしたら、哺乳

分かった。これらの結果から、哺乳類で

研究室では、眞貝主任研究員が 2001

類でもヘテロクロマチンの形成に RNA

は Suv39h1 がクロモドメインを介してノ

〜05 年に発見した G9a/GLPというタン

が関与してくるのではないか。そう予測

ンコーディング RNA と結合し、クロマ

パク質複合体について研究を行ってき

しました」と白井研究員。
「私が以前所

チンに運ばれてきてヒストン H3K9 をト

た。
「G9a/GLP はヒストン H3K9 のメチ

属していた理研 発生・再生科学総合研

リメチル化し、さらにクロモドメインが

ル化酵素として発見しましたが、その

究センター（現 多細胞システム形成研

トリメチル化部位に結合することで効率

後、ヒストン以外のタンパク質もメチル

究センター）クロマチン動態研究チーム

的にヒストン H3K9 をトリメチル化して

化するという報告が出てきました。そこ

で中山潤一チームリーダー（現 基礎生

ヘテロクロマチンを形成する、というメ

で、G9a/GLP がメチル化するタンパク

物学研究所 細胞生物学領域 クロマチン

カニズムが示された（図 2）
。

質を一網打尽に調べようと考えたので

制御研究部門 教授）らは、酵母ではヒ

「RNA が結合できないように Suv39h1

す」
。そして理研の袖岡有機合成化学研

ストンメチル化酵素 Clr4 のクロモドメイ

を変異させると、ヘテロクロマチンが形

究室との共同研究によって G9a/GLPと

ン（CD）という領域に RNA が結合でき

成されなくなると思っていましたが、実

反応するタンパク質を網羅的に探索でき

ることを明らかにしています。Clr4と

際には異常が見られるもののヘテロクロ

る実験系を立ち上げ、G9a/GLP による

Suv39h1は遺伝子の構造・機能が似て

マチンは形成されました。Suv39h1と

メチル化の標的となり得る候補タンパク

いて、Suv39h1にもクロモドメインがあ

RNA の結合はヘテロクロマチンの形成

質のリストを得た。

ります。そこで、哺乳類でもSuv39h1 の

にとって重要ではあるものの、必須のも

「リストを見ると、上の方に DNA リ

クロモドメインに RNA が結合している

のではないようです。ほかに重要な機構

ガーゼ 1（LIG1）がありました。LIG1は

のではないかと考え、マウスの系を用い

があるのではないかと考え、研究を進め

DNA の複製のときに岡崎フラグメント

て実験を行いました」

ているところです」と白井研究員は語る。

という短い DNA 断片をつなげる酵素で

■ 運命的な出会いからスタート

れていなかったので、意外な思いでリス

いくつかの実験の結果、Suv39h1 のク
ロモドメインにノンコーディング RNA が
結合できることが明らかになった。また、

す。LIG1 がメチル化されることは知ら

研究室では 2017 年 8 月にもう一つ、
「細

RNA が結合できないように Suv39h1を

胞記憶の理解に新たな糸口」というタイ

変異させると、ヘテロクロマチンの形成

トルで研究成果を発表している。
「この

GLP

ポリメラーゼ

LIG1 と UHRF1 が

複合体を形成し
DNA の複製の場へ

ヒストン様
配列
A R K

T

LIG1

Me

K：リジン
R：アルギニン
A：アラニン T：トレオニン
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DNA
新生 DNA 鎖

Me

UHRF1

メチル化

LIG1

Me
Me

Me

Me

UHRF1 が DNA の
メチル化を誘導
新生 DNA 鎖

メチル化 Me

DNA 複製の場

は振り返る。
このリストを得た日の午後、フランス

図 3 DNA メチル化パターン
の継承における LIG1の役割

UHRF1
G9a

トを眺めていました」と眞貝主任研究員

メチル化酵素複合体である G9a/GLP
が、LIG1のヒストン様配列をメチル化
する。メチル化された LIG1は UHRF1
と結合する。UHRF1/LIG1複合体は、
DNA 複製のときにDNA 複製の場に
やって来る。このとき、メチル化され
た LIG1は UHRF1を DNA 複製の場に
連れていくことで、DNA のメチル化
パターンが新たにつくられた DNA 鎖
に効率よく正しく継承されるように誘
導していると考えられる。

関連情報

2017年8月11日プレスリリース
細胞記憶の理解に新たな糸口

2017年8月1日プレスリリース
哺乳類高次クロマチンでのRNAの機能を発見

左から、白井温子 研究員、眞
貝洋一 主任研究員、津坂剛史
大学院生リサーチ・アソシエ
イト。

から訪れた研究者が理研でセミナーを

LIG1とUHRF1の挙動を調べた。する

ティクスの基礎研究を疾患の診断や治

行うことになっていた。そのホストを務

とLIG1とUHRF1 が結合できず、さら

療につなげることを目指している。
「化

めたのが 眞 貝主 任 研 究 員だ。
「 彼は、

に LIG1は正常に DNA 複製の場に来る

学修飾は付けたり取ったりができます。

LIG1は UHRF1というタンパク質と結合

ものの、UHRF1は DNA 複製の場に来

つまり、化学修飾を操作することで治療

することを発見していました。UHRF1

なくなった。そして、DNA のメチル化

が可能になると期待しています。5 年ほ

は、DNA のメチル化パターンの継承、

パターンの継承もうまくいかない。これ

ど前から理研の中で横断研究プロジェ

つまり細胞記憶に必須であることが知ら

らの結果から、眞貝主任研究員の立て

クトを立ち上げ、エピジェネティクスの

れています。そこでセミナーの後、実は

た仮説のとおり、LIG1とUHRF1との結

制御によって疾患の診断や治療を可能

私たちの実験から LIG1は G9a/GLP に

合には LIG1 のメチル化が必須であり、

にすることを目指して連携研究をしてい

よってメチル化されるかもしれないとい

LIG1 が UHRF1を DNA 複 製の場に連

ます」
。G9a/GLP がメチル化するタンパ

う結果が出ているのだが一緒に研究しな

れていくことで、DNA メチル化パター

ク質のスクリーニングも横断研究プロ

いか、と声を掛けたのです。もしリスト

ンの継承が効率的に行われていることが

ジェクトの枠組みを利用したものだ。

を受け取ったのが次の日だったら、共同

分かった（図 3）
。

研究はしていなかったかもしれません。

「エピジェネティクスはまだ分かって

眞貝主任研究員は、
「UHRF1 が DNA

いないことが多い」と眞貝主任研究員。

そして、その 1 週間後に大学院生の津坂

複製の場にどのように運ばれてくるの

メチル化酵素はたくさん知られている。

剛史さんが研修生として研究室に来て、

か、これまでよく分かっていませんでし

その多くはどこをメチル化するかという

G9a/GLPとLIG1、さらに UHRF1との

た。そのメカニズムを明らかにできたこ

特異性はない。しかし、ランダムにメチ

関係を解き明かしていったのです」

とは、細胞記憶の理解に向けた大きな一

ル化していては、メチル化パターンを正

歩です」と、この研究の意義を語る。津

しく継承することはできない。
「メチル

坂さんは、
「エピジェネティクスの研究

化酵素には特異性はなく、満遍なくメチ

は、DNA とヒストンの化学修飾が主役

ル化しているのかもしれません。その後、

たけ し

■ 細胞記憶の理解に新しい糸口
津坂さんはまず、リストに載っている
全てのタンパク質のアミノ酸配列を調べ

です。ヒストン以外のタンパク質のメチ

脱メチル化酵素が不要な部位のメチル

た。すると、ヒストン H3K9 周辺と似た

ル化の意義はベールに包まれたままで

化を取っていく。そういう仕組みになっ

アミノ酸配列が含まれているものが複数

す。今回、DNA メチル化パターンの継

ているかもしれないと考えています」

あり、そのほとんどがリストの上位にあ

承にはヒストン以外のタンパク質のメチ

眞貝主任研究員は、
「エピジェネティ

ることが分かった。リストの上にあるほ

ル化が重要であることが明らかになった

クス、そして細胞記憶のメカニズムが少

ど G9a/GLP によるメチル化標的である

のは、面白い」と語る。
「現在は、網羅

しずつ明らかになってきましたが、私は

可能性が高い。その中には LIG1 が含ま

的探索で G9a/GLP によってメチル化さ

まだ登場人物が足らないという気がして

れており、津坂さんは LIG1 のヒストン

れることが分かったほかのタンパク質に

います」と指摘する。
「修飾を入れる酵

様配列が G9a/GLP によって実際にメチ

ついても解析を進めています」

素、修飾を取る酵素、その目印を認識す
る分子、それらを運んでくる分子……。

ル化されることを証明した。
この時点で眞貝主任研究員は、LIG1

■ 疾患の診断、治療へ

エピジェネティクスに関わる登場人物を

がメチル化されることで UHRF1と結合

がんなどさまざまな疾患でエピジェネ

全て見つけ出し、それらのつながりを明

し、DNA 複製の場に運ばれてくるので

ティクスの異常が観察されている。エピ

らかにする。それを今後 10 年くらいで

はないか、と仮説を立てた。そこで津坂

ジェネティクスの異常は疾患に直結する

成し遂げたいと思っています」

さんは、メチル化酵素を欠損させて、

のだ。眞貝主任研究員は、エピジェネ

（取材・執筆：鈴木志乃／フォトンクリエイト）
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特 集

理論科学と計算科学、さらに純粋数学の研究者が分野を超えて共同研究を行う数理創造プログラム
。
（iTHEMS：interdisciplinary Theoretical and Mathematical Sciences Program）が 2016 年 11 月に設立された（図 1）
「現在の自然科学で使われている数学は、20 世紀のものです。

21 世紀の現代数学を使うことでサイエンスを次のステップへ進めることを目指します」
理論物理が専門の初田哲男プログラムディレクター（PD）は iTHEMS の設立趣旨をそう語る。
iTHEMS で目指すものを、初田 PD、宇宙物理や計算科学が専門の長瀧重博 副 PD、
純粋数学（幾何学）が専門の坪井 俊 副 PD に聞く。

数理創造プログラム iTHEMS

自然科学と数理科学の共進化を図る
■ 分野を超えて共通する数理の手法

のりあき

一つは、私や望月さんが加わり、素粒子論が専門の小川軌明

── iTHEMS は、 理 論 科 学 連 携 研 究 推 進 グ ル ー プ（iTHES:

特別研究員が中心となって進めた、魚の網膜の形成過程を再

interdisciplinary Theoretical Science）の活動を受け継ぎ、発展

現する研究です。魚の網膜では、赤・緑・青・紫外線をそれ

させるものと伺いました。iTHES をどのような趣旨で設立したので

ぞれ感知する 4 種類の細胞が規則的なパターンを形成します。

すか。

その網膜のパターンがどのような仕組みでできるのかという問

初田：理研には、物理や化学、生物などの理論科学や計算科

題を、物質の磁性（電子スピンの向き）の問題に読み替えて数

学の研究者がいます。話をしてみると、研究対象は異なります

理モデルをつくり、パターン形成過程を再現することに成功し

が、問題を解くための数理の手法は分野を超えて適用できそう

ました（図 2）
。私は、その数理モデルに基づき視覚センサーを

なことが分かりました。それぞれの数理の手法を共有して新し

つくりたいと思っています。

いサイエンスを創成することを目指して、2013 年 4 月に iTHES
をスタートさせました（〜2018 年 3 月）
。

もう一つは、原子核理論が専門の境 祐二 特別研究員（当時）
が中心となって進めた、細胞分裂において複製された DNA が

iTHES では延べ 20 名を超える若手研究者を雇用し、自分の

きれいに分配される仕組みの研究です。境さんは分子動力学シ

専門分野のとがった研究をすると同時に、ほかの分野の研究者

ミュレーションを行い、絡み合いそうになるとDNA が切り貼り

と交流して異分野の研究も進めてほしいとお願いしました。そ

される仕組みが、分配に必要であることを見いだしました。そ

して、異分野間の交流を促すためにいくつかの仕掛けを設けま

の仕組みが、実際の DNA に働いていることが知られています。

した。まず、さまざまな分野の基礎科学の動向を聴くために第

この研究は高く評価され、境さんは東京大学医学部の助教に採

一線の研究者を招いたコロキウムと、企業や社会で数理がどう

用されました。

使われているかを知るために企業の方を講師に招いた産学連携
レクチャーを、隔月で開催してきました。さらに長瀧さんの発

■ 数学との連携の必要性

案で、異分野の若手研究者が気楽に交流する場として 2014 年

── iTHES に M（Mathematical）を加えて iTHEMS を設立した

から毎週、金曜コーヒーミーティングを開いてきました。また、

趣旨をお教えください。

iTHES の活動を共有するために電子メールによるニュースレ

初田： 20 世紀後半以降に生み出された現代数学を本格的に使

ターを毎週発行してきました。

うことで初めて、自然科学は次のステップに進めるはずです。

私自身も、理 論 生 物 学 が 専門の 望 月敦 史 主 任 研 究 員

1917 年に設立された理研の初代所長は数学者でしたが半年で

（iTHES ではチームリーダー、iTHEMS では副 PD）が率いる研

離職し、百年間、理研には純粋数学者がいませんでした。そこ

究室のセミナーに毎週参加して、生物における重要な問題は何

で、日本数学会の理事長などを歴任された坪井さんに副 PD に

かを学び、その問題を物理の数理手法で解くことができるか検

就任していただき、純粋数学の若手研究者に iTHEMS に参加

討する作業を 2 年間ほど続けました。

してもらうことにしました。iTHEMS に対して日本の数学界全

──実際に分野を超えた共同研究は進展したのですか。

体からご支援を頂いています。

初田：うまくいくかどうか心配していましたが、意外と早く、

──日本の数学界が iTHEMS を支援する理由は何ですか。

研究成果が次々と出てきました。二つだけ紹介しましょう。

坪井：まず、数学研究の流れについて簡単に振り返ってみま
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図1 iTHEMS における自然科学
と数理科学の共進化のイメージ

物質と宇宙

生命と進化

人工知能

ル
ブ
シ
ク 論
レ
フ 御理
制
統計空間の幾何学
情報幾何
グラフ理論

最適化理論
高次元データ解析
最適モデル理論

機械学習

最適モデル理論

凸解析

量子ダイナミクス理論

機械証明

組合せ論的計算幾何学

ランダム群
離散幾何学
p進幾何学

幾何学的群論

量子幾何学

ホモトピー原理

高速数値積分理論
群作用の剛性理論
幾何学的表現論
接続の幾何
野生的空間の幾何学

現 代 数 学とスパコン

しょう。20 世紀初め、数学の正しさをどこまで証明できるのか

方程式を解く場合でも異なる解き方をするケースがあります。

という論争があり、20 世紀の数学は抽象化に向かいました。そ

初田：自然科学の中で物理は数学に近い分野だと思いますが、

の抽象化により数学は大きく力をつけ、具体的な問題への適用

iTHEMS で数学者と話をしてみて、用語や議論の展開の仕方

範囲が広がったと思います。確率論の基礎づけは 20 世紀の数

が違うことを実感しています。物理学では、たくさんの具体例

学の大きな成果の一つです。日本は確率論の研究が盛んで、

を挙げてから最後に抽象化した結論を述べます。一方、数学

伊藤 清先生の確率解析の理論を生み出しましたが、それは、

者は逆で、最初に抽象化した結論を述べてから最後に具体例

株価予測などにも適用されています。1980 年代になると、物理

を挙げるので、物理学者の私たちは戸惑います。iTHES で理

学に現れる数学を重視しようという動きなど、抽象化から具体

論生物学が専門の望月さんたちと議論を始めたときも、用語が

化へ戻る流れが出てきました。

分からず戸惑いましたが、数年後には分野を超えた共同研究の

日本の数学界では特に10 年ほど前から、企業や自然科学が

成果が出てきました。iTHEMS でも数年後には、数学と自然科

抱える問題に現代数学を適用する取り組みを進めてきました。

学の共同研究による新しい研究成果が次々と生まれてくること

ただし、そのような取り組みは海外が先行しています。欧米で

でしょう。

は、伝統ある数理の研究所が活動を続けてきました。さらに中
国や韓国、インドでも、数理の研究所が次々と設立されていま

■ 多くの研究者が集まる数理の拠点をつくる

す。一方、日本の大学では長い間、ある程度の規模の数理研

──理研の中で iTHEMS はどのような役割を担うのですか。

究所は京都大学の数理解析研究所しかありませんでした。21

初田：理研には、脳科学総合研究センターなど、さまざまな分

世紀に入り、九州大学のマス・フォア・インダストリ研究所
（IMI）や明治大学の先端数理科学インスティテュート（MIMS）

図 2 魚の網膜の形成過程のシ
ミュレーション

が設立されましたが、現代数学をさまざまな分野に適用する取

iTHEMS の前身 iTHES での研究成果の
一例。魚の網膜にある 4 種類の色感知

り組みをさらに進展させるには、多くの数学者や自然科学者、
企業の人たちが集まる拠点が必要です。自然科学のあらゆる分
野の最先端研究が行われている理研に数学者が参加すること

網膜

で、さまざまな相互作用が生まれると期待して、日本の数学界

細胞の並び方を、物質中の電子スピン
の向きの問題に読み替えて数学的に解
いたもの。物理学者である初田 PD が
生物の研究に取り組んだ一例でもある。

は iTHEMS に協力しています。
──どのような相互作用が生まれそうですか。

ゼブラフィッシュ

坪井：同じ視点の人たちで議論を進めても、あるところで行き
詰まってしまうことがよくあります。その問題は別の問題と関
係しているのではないかと、異なる見方を提示する人がいると
議論は進みます。数学者は自然科学者とは異なる見方を提示す
ることができるでしょう。数学は、代数、幾何、解析の 3 分野
に大きく分かれます。それぞれの分野でも見方が異なり、同じ

2017 年 9 月 27 日プレス
リリース「魚類網膜のモ
ザイク形成過程を数理モ
デルで再現」より

シミュレーション例
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図 3 iTHEMS のランチミーティ
ングの様子（2017 年 10 月 20 日）

10 月16 日に発表された中性子星合体の

重力波観測を中心に報告と議論が行われ、
理研の松本 紘 理事長（右端）も参加し
た。iTHES に続き iTHEMS でも交流ミー
ティングを頻繁に開催している。

野のセンターがあります。それらの分野を横断する共通言語は

楽しいですね。

数学です。iTHEMS はセンターと同格で、センター群を横につ

── AI は宇宙物理の研究にどのように役立つのですか。

長瀧：宇宙の観測が進展し、世界中から膨大な観測データが

なぐ役割を担います。
海外には、100 名の規模で研究者が集まる数理の研究所が数

公開されています。とても人が目を通すことのできない量の

多くあります。iTHEMS では、最低でも常時 30 名ほどの若手

ビッグデータです。AI はそのビッグデータから、面白そうなデー

研究者を雇用することを目指しています。さらに国内外の大学

タを絞り込んでくれます。AI が絞り込んだものが本当に面白い

や研究機関との連携拠点づくりを進めています。私が共同研究

データかどうかを人が検討して研究を進める、といったことが

を進めてきた米国のローレンス・バークレー国立研究所にも連

できます。例えば、これまで X 線による宇宙観測のスペクトル

携を打診したところ、ぜひ使ってほしいと部屋を用意してくれ

解析では、複数のプラズマ状態が混ざった複雑なスペクトルを

ました。

長年の経験による職人技で解釈し、個々のプラズマ状態を推定

── 長 瀧 副 PD は、iTHES か ら 参 加 さ れ て い ま す。iTHES や

していました。そのような複雑なデータを AI で解析することで、

iTHEMS に参加することで、どのようなメリットがありますか。

経験の浅い大学院生でも正しく解釈することができるようにな

長瀧：私は宇宙の研究に専念するつもりで 2013 年に理研に入

りつつあります。AI の有用性は宇宙物理においても非常に高い

りましたが、2014 年から正式に参加した iTHES を通じて、研

ことを実感しています。

究活動が予想外の方向へ発展しました。現在、iTHEMS の一

── iTHES や iTHEMS では産業界との連携にも力を入れているそ

環として、全国の大学の研究者も巻き込んで、人工知能（AI）

うですね。

と宇宙を考えるワーキンググループをつくり、先日2017 年 9 月

長瀧：産学連携レクチャーで、企業で活躍している研究者の話

には iTHEMS の連携拠点がある東北大学でシンポジウムを行

を聴き、大学や研究機関で学んだ基礎科学や数理の手法を企

いました。そこでは、言語学や哲学の研究者にも参加していた

業で活かしていることを知りました。企業の研究者との交流が

だき議論をしました。私の専門は宇宙物理ですが、中高生のこ

きっかけとなり、iTHES の研究者で企業に就職した人もいます。

ろには生物や数学、さらに哲学にも興味がありました。iTHES

初田：iTHEMS でも、自然科学や産業界を含め多様な分野の

や iTHEMS の活動でさまざまな分野の人と出会い、中高生の

人たちと連携を図っていく計画です。そのような数理の拠点は

ころの好奇心が再び刺激されています。iTHEMS に加わった

世界的にも珍しいと思います。

数学者から現代数学のレクチャーを受ける機会もあり、とても

■ iTHEMS で目指すもの

発表当時、iTHES 研究員
だった和 南 城 伸也 博士
（現 iTHES 客員研究員、
上智大学特任准教授）た
ちによるもの。

── iTHEMS には、どのような研究を行うチームやグループがあ

500
14
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0

（関連情報：
「理研の博士に
聞いてみよう！ 金やレア
アースの誕生のなぞを探っ
ています。
」
）

）
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8

物質密度の対数値（

図 4 中性子星合体
による重い元素合成
のシミュレーション
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2014 年 7 月 17 日プレスリリース「金やウランなどの重い元素は中性子星の合体で作られた
可能性が高い」より
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るのですか。

初田：iTHEMS にはチームやグループは設けません。縦割りの
組織には、絶対にしたくないからです。iTHEMS の研究者全
員が一つの研究室に所属しているイメージです。ただし、さま
ざまな分野の交流を促すために、現時点で「極限宇宙」
「生命
進化」
「数理 AI」
「新しい幾何学」という四つの「セル」を設け
ています。セルは、研究室にあるテーブルのようなもので、離
合集散ができる緩やかなつながりです。先ほどの長瀧さんの AI
と宇宙の話題で出てきたワーキンググループは、研究員からの
発案で設けたもので、セルの前段階です。やがてセルに成長す

撮影：STUDIO CAC

左から、坪井 俊 副プログラムディレクター、初田哲男プログラムディレクター、長瀧重
博 副プログラムディレクター。

る可能性があります。
──まず、
「極限宇宙セル」の研究内容をご紹介ください。

望月さんたちが解明していきます。
「数理 AI セル」の目標は二つです。一つは、人の長年の経験
たくみ

4

4

長瀧：宇宙の研究は、とてもホットな時代が始まりました。きっ

に基づく匠の技の本質を AI で解析することです。技のこつを

かけは今年 2017 年 10 月16日に発表された中性子星合体の観測

言葉で説明するのは難しい場合が多いですね。私たちはスポー

です（図 3）
。2015 年にブラックホールの合体による重力波が初

ツを題材に、サッカーや重量挙げの選手の計測データを AI で

めて観測され、貢献した研究者たちに 2017 年のノーベル物理

解析して、優れた選手に共通するフォームやタイミングの特徴

学賞が贈られました。ただし、ブラックホールの合体からは光

を引き出す研究を進めています。もう一つの目標は、AI の原理

（電磁波）は出てきません。一方、中性子星合体では重力波と

の解明です。実は、AI がなぜうまく学習して答えを出せるのか、

ともに電磁波が発生します。その電磁波を世界中の望遠鏡が

原理がよく分かっていません。その原理を解明して、さらに現

観測しました。中性子星は、原子核をつくる中性子を主成分と

在よりも優れた AI の新原理をつくり出すことを目指します。そ

する半径 10kmという小さな天体ですが、太陽ほどの質量があ

の研究は、理研の革新知能統合研究センター（AIP）とも連携

ると推定されています。そのような超高密度の極限天体は、原

して進めます。

子核の理論や中性子をつくるクォークの理論で説明されます。

iTHEMS では、自然科学の研究だけでなく、新しい数学を

それらの理論がどこまで正しいのか、中性子星合体の重力波と

生み出すことも目指します。それが「新しい幾何学セル」の目

電磁波の観測データにより検証することができます。また、中

標です。

性子星合体により金やプラチナなどの重い元素が合成されると

坪井：数学理論から考えると計算できないはずの現象につい

いう仮説があります（図 4）
。その仮説を観測データにより検証

て、物理学ではうまく計算を行っている例があります。それは

することもできるようになります。今後、さまざまなタイプの中

数学理論に不十分な点があるからかもしれません。物理学の

性子星合体の観測データが次々に出てくるはずです。

計算を検証することで新しい数学理論を生み出せるかもしれ

初田：それらの観測データの分析により、物理学は大きく変わ

ません。

ると思います。私も、とてもわくわくしています。

また、AI は数学から見ても新しい現象です。AI が学習して

長瀧：また、私が iTHEMS で目指す究極の目標は、宇宙がど

答えを出す原理を数学で記述できていません。それを記述する

のように始まったかを理解することです。私はブラックホール

新しい数学をつくることができれば、AI を改良することもでき

を深く理解することでこの目標を達成できるかもしれないと考

るようになるでしょう。

えています。例えば、ブラックホールの計算では無限大の量が

──理論物理が専門の初田 PD が分野の枠を超えて、iTHES や

出てきてしまいます。すると計算を先に進めることができなく

iTHEMS の活動に力を入れてきた理由は何ですか。

なります。現代数学を使って無限大をうまく回避できないかと

初田：長瀧さんと同じで、私も子どものころから、いろいろな

期待しています。

分野に興味を抱いてきました。かつてサイエンスは一つでした。

坪井：無限大は、数学において大きな議論の的になってきた

それが数学や物理、化学、生物などの分野に細分化しました。

テーマです。ブラックホールや宇宙の始まりなどの物理研究に

21 世紀は、細分化された分野を再融合して、共通の概念を見

は、数学としても面白いテーマがたくさんあるはずです。

いだす時代だと思います。

──「生命進化」
「数理 AI」
「新しい幾何学」の各セルでは、どのよ

相対論を確立したアインシュタインも、それが百年後に GPS

うな研究を進めるのですか。

などの技術に役立てられるとは、想像すらできなかったでしょ

初田：
「生命進化セル」では生命進化の解明に挑みます。ただ

う。iTHEMS の研究者たちには、ぜひ壮大なテーマに挑み、

し現在の多様な生命の進化をいきなり扱うのは難しいので、単

百年後に役立つ理論の確立を目指してほしいと思います。

純な原始生命がどのように進化したのかをテーマに、副 PD の

（取材・構成：立山 晃／フォトンクリエイト）

R I K E N N E W S 2 0 1 7 D e c e m b e r 13

FACE

分子の相互作用に基づいて
新材料をつくり出す

アルコール

新しい材料の開発に挑戦し続けている研究者が

PORcu

加熱

加熱

冷却

冷却

創発物性科学研究センターにいる。創発ソフトマター機能研究グループの
図 加熱・冷却により超分子ポリマーが形成される様子の模式図

宮島大吾 上級研究員（以下、研究員）だ。熱しても冷やしても
形成される超分子ポリマー、湿度の揺らぎを動力源として
半永久的に駆動する装置（アクチュエーター）
、原料を混ぜるだけで
超分子ポリマーを精密合成する手法などを次々と開発している。
「ばらばらのことをやっていると思われるかもしれませんが、

十分な量のアルコールがあるとPORcu のアミド基とアルコールの水酸基が水素結合を
形成し、PORcu はばらばらに存在する（中央）
。加熱・冷却するとアルコールが PORcu
から離れ、PORcu のアミド基同士が水素結合して超分子ポリマーが形成される。

しまうため、応用が制限されていた。
「超分子ポリマーを加熱

分子同士の相互作用を利用して新しい機能を持つ材料を
つくるという点では共通しています。新材料の開発に必要なのは、

するとモノマーになるというのは熱力学の法則にのっとった現

絶対見つけてやるという執念」
。そう語る宮島研究員の素顔に迫る。

象です。その常識を覆せないか、と考えたのが始まりです」
。
そして、PORcu というモノマーから成る超分子ポリマーを開

宮島大吾

創発物性科学研究センター
創発ソフトマター機能研究グループ
上級研究員
みやじま・だいご
1984年、埼玉県生まれ。博士（工学）。東
京大学大学院工学系研究科バイオエンジ
ニアリング専攻博士課程修了。米国カリ
フォルニア大学サンタバーバラ校訪問研
究員などを経て、2013年より理研創発物
性科学研究センター特別研究員。同基礎
科学特別研究員を経て、2017年より現職。

発。その溶液に十分な量のアルコールを加えるとモノマーに
なり、加熱するとアルコールが外れて超分子ポリマーが形成
される（図）
。さらに、想定していなかったことだが、モノマー
の状態から冷却してもアルコールが外れて超分子ポリマーが
形成された。加熱しても冷却しても超分子ポリマーができる
ユニークな材料の誕生だ。
「新材料がすぐに製品に使えるわ
けではありませんが、材料開発における新たな設計指針を提
示することが私たちの使命だと思っています」
光触媒材料として注目されながら、溶媒に溶けない粉末の

「どういう職業に就きたいか、子どものころは一切考えたこ

ため応用が難しかったグラフィティック・カーボンナイトライ

とがなかった」と宮島研究員。大学受験に向けた勉強をする

ド（GCN）の薄膜化技術も開発。これだけでも大きな成果だ

中で生命の起源に興味を持ち、研究者になろうと決めた。

が、宮島研究員は新しい用途を模索した。
「薄膜を乾燥させ

東京大学工学部化学生命工学科に進学すると、1 年生のと

るためにヒーターに近づけたら少し動いたのです。空気の対

きからケミカルバイオロジーの菅 裕明 教授の研究室に通い、

流で動いたのかと思いましたが、薄膜が吸着した水分子が追

大学院生と実験をしていた。生命誕生の初期に存在したと考

い出されることで薄膜が曲がっていることに気が付きました。

えられる触媒活性を持つ RNA の発見を目指したもので、研究

その性質を利用し、わずかな湿度の揺らぎを動力源として駆

の面白さに引き込まれていった。しかし 4 年生での本配属で

動するアクチュエーターを開発しました」

すが

あい だ たくぞう

は、現所属のグループリーダーでもある材料化学の相田卓三

次々と新材料を開発する秘訣は？「まだ誰もやっていないこ

教授の研究室に。
「ある目的では欠点となる性質も、違う目的

とをしたい、と走り続けてきただけ」と笑う。
「多くの場合、

では長所になり得る。材料科学はアイデア次第でいくらでも

青写真どおりにはいきません。予想外のことが起きると落ち

逆転ホームランを打てるというのが、自分に合っていました」

込みますが、そこにこそチャンスが眠っています。執念深く

「既存の材料を改良するのではなく、
2013 年から理研に。

諦めずに考え抜くとアイデアが浮かび、新材料にたどり着け

分子同士の相互作用に注目して分子設計をすることで、今ま

るのです。いつも分子設計を考えているので、家族に話し掛

でにない機能を持つ新材料の開発に挑戦しています」

けられたときに空返事をして怒られることもありますが……」

その一つが超分子ポリマーだ。通常のポリマー（高分子）

性格を聞くと「しつこい」と返ってきた。趣味は？「研究以

は小さなモノマー（単量体）が共有結合という強い力でつな

外には興味がなく、夫婦での食べ歩きくらいかな。行列に並

がっているのに対し、超分子ポリマーはモノマーが水素結合

ぶのは苦になりません」
。研究以外でも執念の人のようだ。

などの弱い力でつながっている。超分子ポリマーはモノマー

今でも生命の起源には興味がある。
「生命の誕生でも分子

同士のつながりを物理的な力で引き離すことができ、力を緩

の相互作用が働いているはずです。アイデアを練りながら生

めれば再接着することから、ダメージを自身で修復できる材

命の起源の研究に参入する機会を虎視眈々と狙っています」

料として注目されている。しかし加熱するとモノマーに戻って
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TOPICS

林 芳正 文部科学大臣が理研和光地区を視察
よしまさ

2017 年 10 月 25 日、林 芳正 文部科学大臣が和光地区をご視
察されました。
和光地区にある脳科学総合研究センター、創発物性科学研究
センター、仁科加速器研究センターの研究の現場をご覧いただ
きました。各センターでは、双極性障害の原因となる遺伝子変
異を探る研究、記憶・学習における睡眠中の脳活動の研究と最
新の顕微鏡開発、トポロジカル絶縁体やスキルミオンに関する
研究成果、量子コンピュータの実現に向けた量子情報技術開発、
加速器を使ったイオンビーム育種や新元素ニホニウムの合成に
ついて説明しました。視察を終えて林大臣は、
「世界最先端の
研究現場の視察はとても興味深かった。現場を見るというのは
大事ですね」と話されました。

仁科 RIBF 棟サイクロペディアにて（写真左が林大臣）

理研サマースクールを開催
2017 年 9 月1〜2日、第 9 回となる理研サマースクールが千葉県
木更津市のかずさアカデミアホールで開催されました。理研サ
マースクールは研究分野や国籍を超えた交流の場であり、異文
化・異分野の研究者同士のコミュニケーションの中で国際的に活
躍できる研究人材の育成を目指すものです。今年は、国内大学
から受け入れている大学院生リサーチ・アソシエイトと、理研と
国際連携大学院協定を結ぶ 60 以上の海外大学・機関からの国際
プログラム・アソシエイト、計 107 名が参加しました。
全参加者が英語によるポスター発表と分野を超えての研究
ディスカッションを行いました。ポスター発表は研究内容のみ
ならず、異分野の人にいかに分かりやすく説明できるかもポイ
ントとして、神谷勇治 名誉研究員ほか理研内各分野の PI（研究
室主宰者）や若手研究者によって審査され、各分野で計 11 名が
受賞しました。

ベストポスター賞
た け

し

津坂剛史

大学院生リサーチ・アソシエイト
眞貝細胞記憶研究室

本会では、普段あまり出会う機会のない、
理研各地区から集まったさまざまな研究領
域の大学院生たちと交流することができま
した。素晴らしいポスター発表が数多くされており、中でも綿村
直人さん（和光地区）のアルツハイマー病に関する研究は、分子生
物学や生化学、マウスモデルを駆使し治療につなげようとする意
気込みが感じられ、宮島優里奈さん（横浜地区）の研究では自然リ
ンパ球と脂肪細胞の関係をひもとこうという情熱が感じられまし
た 。また、賞の審査員であった各分野の PI や基礎科学特別研究員
の方たちとお話しすることができ、非常に刺激的でした。今回、
受賞したことは次の研究へのモチベーションになっています。

小安重夫

理事

竹市雅俊チームリーダーによる基調講演に続き、若手 PI による
講演も行われたが、質疑応答では「PI になるにはどうすればよ
いか？」という質問も飛び出し、聞いていてなかなか面白かっ
た。サマースクールの中心は何といっても参加者によるポス
ター発表であり、最終日のポスター賞を目指して大盛況のポス
ターセッションが行われた。人の腕をつかんで自分のポスター
の所へ連れていく猛者もおり、筆者も連れていかれた一人に
なった。異分野の研究者に対しても一生懸命に説明する姿はな
かなか頼もしいもので、これが理研の素晴らしいところだと、
改めて感じた次第である。ポスターを前にした夜の交流会でも
多くの異分野の研究者との会話を楽しんでおり、深夜にわたる

ポスター賞（生物科学分野）
チ

ャ

イ

ゴ

パ

ラ

シ

ガ

ム

Chai Gopalasingam

国際プログラム・アソシエイト

放射光科学総合研究センター ビームライン基盤研究部

サマースクールはさまざまな分野・国籍の
学生たちと交流できる素晴らしい機会でし
た。自分の研究から離れ、異なる分野の研
究を知ることはとても刺激的でした。学術界で生き抜く方法や充
実した研究生活へのヒントがいっぱいの若手研究者の講演も興味
深く、勉強になりました。参加して本当によかったです。次回は
若手研究者として次世代に伝える立場で参加したいですね。

議論が続いた。これからも理研らしい異分野交流がこのような
形で続くことを期待している。

R I K E N N E W S 2 0 1 7 D e c e m b e r 15

原 酒

理研ニュース

大石善雄

No.438 December 2017

仕事も趣味も山だったころ
おおいし・よしお

広報室 嘱託職員

私は現在、本冊子『理研ニュース』の編集をしていますが、
窮します。たいていは「いろいろ」とごまかします。いろ
いろの中の一つ、大学卒業後に数年間従事した「屈折法

写真 • 1月の宝剣岳にて（20 代後半の私）

地震探査」という仕事を紹介します。これを知る人はほと
んどいないでしょうね。

もうれしいこともありました。月の半分以上は山ごもりだっ
たので、たまに都会に出ると、会う人会う人みんな美人に

地表付近でダイナマイトを発破して小さな地震を起こす

見えて楽しいったらありゃしない。

と、地震波（P 波）の一部が地下で反射・屈折して地表に
戻ってきます。戻ってきた屈折波を直線状に配置したたく

1 年ほどやっていると体が慣れてきました。火薬取り扱い

さんの地震計で観測し、その到達時刻から地下の P 波速

の免許を取得して発破手になれたときはうれしかった。発

度構造を推定するというものです。P 波速度は地盤強度の

破した瞬間のおなかに響くズーン！ がいいのです。北海

指標になるので、屈折法地震探査はダムや原子力発電所

道の原野で 2 週間くらい毎日探査していたとき、宿舎で朝、

などの立地調査でよく用いられます。

同僚に非難されたことがあります。
「夜中、おまえの大声
で飛び起きたんだぞ」って。発破する前には必ず四方に
大声で注意喚起するのがルールなのです。どうやら夢の

ありません。どうやって調査するのか。偉い人が地図上に

中でも「発破するぞー！」と。

鉛筆で測線を引くと、それに従って測量チームがナタで草
あるとき、会社の同僚から山に登ってみないかと誘われ、

いっても何とか歩ける程度のもので、まあ獣道ですね。私

生まれて初めて八ヶ岳の頂に。知らぬ間に体力がついて

たち探査チームは、各自10〜30kg の機材を担いでその獣

いたようで、意外にすいすいと。仕事で山、趣味で山って

道を移動しながら観測します。真っすぐですから崖もある

どうなの、と思われるかもしれませんが、全然違うのです。

し沢もあります。山野ですからマムシもいますし、毛虫・

森林限界を越えた稜線歩きの爽快さ、下山したときのた

やぶ蚊・ダニは当たり前です。体力的にきついので、この

まったアクが抜けた感じ、実にいいのです。はまってしま

仕事で戦力になるのはたぶん 40 歳くらいまででしょう。

いました。しばらくして冬山にも（写真）
。白の世界の静け

りょう せ ん

さは格別でした。
世の中には少数ですがこの道のプロがいます。彼らの体
その後、新しい探査手法の開発を命じられソフト開発の

ます。しかもダイナマイトの扱いに慣れた技能集団です。

面白さにはまり、その道に転身。ところがそこでも「やる

有事の際には特殊工作部隊でしょう。新人の私は立場上

人がいないから」と調査の仕事を命じられ、これも面白い

責任者ですが、できるのは荷物運びくらい。彼らに迷惑を

な、と。やれることは何でもやってみたくなり、しまいに

掛けないように必死に後についていくだけでした。急斜の

はフリーに。そして縁あって今の職場に。屈折法地震探

ザレ場で足を取られ一向に前に進めない自分が情けなく、

査とも山とも疎遠になってしまいましたが、一皮むけて生

とんでもない世界に入ったもんだと悔やんだものです。で

きているなと実感できた大切な思い出です。

創立百周年記念事業への寄附金のお願い

創立百周年（2017年）の記念事業へのご支援をお願いします。
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

http://www.riken.jp/
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力は尋常でなく、少々の崖ならザイルなしで登ってしまい

制作協力／有限会社フォトンクリエイト
デザイン／株式会社デザインコンビビア
※再生紙を使用しています。

木を伐採して作業用の道を真っすぐにつくります。道と

http://www.riken.jp

さて、探査する場所は人の住まない山や原野なので道が
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以前はどんな仕事をやっていたの？ と問われると返答に

