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[寸 言  欄 ]

な ぜ ノ ー ベ ル 賞 を取 り得 た か ?

理 事 江 崎 玲 於 奈

『宇宙に存在するものすべて、偶然か必然、が生んだ果実である』と喝破したのは、紀元前4世紀、

古代ギリシャ最大の自然哲学者デモクリトスである。

ノーベル賞も夕J外でなく、誰のものをとっても、その割合は異なるとしても偶然と必然の

両要素を含み、偶然の幸いとでも言えるものが見られるのである①

ノーベル賞受賞者とは、一般的に見て、
“
科学の限界に挑戦して、それを打ち破り、フロンティア

開拓というブレークスルーに成功した人たち
"と

言えるのではないであろうか。もちろん、そこ

に至る道筋には試行錯誤、悪戦苦闘、そして偶然と必然の交差の跡が見えるのである。

ノーベル賞の歴史をたどると、小さなものを見たいという顕微鏡の分解能の限界への挑戦、

できるだけ高い転移温度のものを得たいという高温超伝導物質の限界への挑戦、あるいは、温度

がどこまで下げられるか、温度の限界への挑戦などの成果に与えられている。エサキダイオード

の場合も、量子論的トンネル効果観測のため、半導体p―n接合障壁の薄さの限界への挑戦の成果

に与えられたと言えるであろう①

この場合、簡単な計算の結果、障壁幅を10ナノメーター程度まで薄くすれば、 トンネル電流は

観測できるであろうと予想されたので、その実現に全力を注いだ。薄くするに従って、Pn接 合

整流器の逆耐電圧はどんどん下り、やがて殆ど零となり、 トンネル電流の観測には確実に成功

したのである。ここまでは必然の成果であり、所期の目的は達成されたと言えるのである。とこ″ろで、

ここで偶然の幸いと言えることは、最初、あまり注目していなかったp―n接合整流器の順方向に

N字型の負性抵抗が現れたことである。そして、単なる整流器以上の発振、増幅、スイッチィング

の機能を備えた新しい電子デバイス、エサキダイオードの誕生を見ることができた。この成果

により、1973年のノーベル物理学賞が与えられたのである。

次に、小柴昌俊さんの場合を考えてみよう。地下1000メートルにある「カミオカンデ」が、大

マゼラン星雲にあらわれた「超新星1987ABからやってきた素粒子 「ニュートリノ」を捉えること

に成功したのは、1987年2月23日。彼が東京大学を定年退官するlヶ月前のことであった。「陽子

崩壊」という現象を検証するためにつくられたこの実験装置が、1年半をかけた改造を終え、太陽

の中心からやってくるニュートリノを検出できるようになってからたった2ケ月で、いままでだれ

にもできなかった、太陽系外からのニュートリノを観測する機会に恵まれたのである。まさに

偶然の幸せであった。もちろん、この幸運に恵まれたのは、彼が超高感度の受信装置を準備して

いたからであり、そこに必然があることを認めねばならないであろう。そして、偶然と必然の

割合は50対50であるとするのが無難ではないであろうか。
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[Oood News]

芝哲夫理事 大阪文化賞を受賞

今年度の大阪文化賞を受賞されました芝哲夫理事。いつも笑顔で精力的に生物有機化学研究に、

適塾研究に、そして日蘭文化交流に国内はもちろんのこと海外にも足を運ばれる。今回の賞は大阪

の文化の振興に多大に貢献 した人の業績を讃える賞であり、芝理事の数々の研究に対するもので

ある。特に学生時代に出会った適塾に惹かれ、のめり込み、緒方洪庵に纏わる物、人を訪ね、積み

重ねてきた莫大な資料と著書。東京一極集中の今日において、大阪適塾にまつわる人々が、後の

日本を大きく動かしてきたことを顕彰 し、大阪の存在感を打ち出した。そして何よりも緒方洪庵

その人に惚れ込んだ。司馬遼太郎が適塾のパンフレットに書いた 「世のために尽 くした一生ほど

美しいものはない。ここでは特に美しい生涯を送ったひと、緒方洪庵について語 りたい。この人

は江戸末期に生まれた医者であった。彼は名を求めなかった。あふれるほどの実力がありながら、

しかも他人のために生き続けた。そういう生涯ははるかな山河のように実に美しく思えるのである。

病人には親切で、その心はいつも愛に満ちていた。」に喝采 したと聞く。今もなお、適塾を語る

芝理事の目は少年のように輝 く。

執筆、講演、会合と寝る間を惜 しんでの日々の活動。その合間を縫って八ケ岳の麓に住むお嬢

さん、お孫さんを訪ね、つかの間の休虐、を楽しまれる。

いつまでもご壮健でご活躍されますことを祈って、芝理事に乾杯 !!

(因みに、財団設立者である山田輝郎氏が創設 した山田スイミングクラブが、昭和45年度の大阪文化賞を受賞 しています)

受賞講漉
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谷口直之選考委員、紫綬褒章の栄誉

平成17年11月2日付けで発表された 「秋の褒章」で谷口直之選考

委員が紫綬褒章を受章されました。伝達式は11月16日に行われ、

皇居で天皇陛下に拝謁されました。

酵素化学、がんの生化学、糖鎖医学、活性酸素など幅広い分野で

数々の成果を上げ、生物学的機能の研究分野に貢献。特に世界に

先駆けて、糖鎖を作 り出すGnT皿 をはじめとする5つの糖転移酵素の

分離精製とcDNAク ローエングに成功。それらの遺伝子を用いてがん

の転移や細胞のシグナル伝達等に糖鎖が深 く関わつていることを

明らかにし、糖鎖の新たな機能を次々と解明されました。

多大なご功績を讃えると共に、心からのお祝いを申し上げます。

米沢富美子評議員に内閣総理大臣賞とプリムラ大賞

米沢富美子評議員が、春のロレアル・ユネスコ女性科学賞に引き続き、

今回は男女共同参画社会の実現に貢献した人に贈られる「内閣総理

大臣賞 (内閣府)」ならびに「第13回大阪府女性基金プリムラ大賞Jに

選ばれました。研究で世界的な業績を上げられたこと、一方で結婚や

子育てに関する著書など、女フ性の社会進出に貢献した″点が評価されての

受賞です。内閣府主催のシンポジウムでは「女性の活躍の場を広げる

ために」と題する基調講演を行い、女性の精神的自立の大切さをお話さ

れました。重ね重ねの受賞、おめでとうございます。

山田科学振興財圃に感謝状

iきあ状 号
今年はアインシュタインが三大論文を発表して100周年。国連総会

で 「世界物理年」に決定され、我が国でも物理関連の学会や研究機関

が世界物理年日本委員会を作 り種々の活動が行われました。

そんな中、本年10月15日世界物理年 日本委員会が主催する 「秋の

イベント」の会場で、永年物理学およびその関連分野に研究助成や

研究者の表彰活動を行ってきた約40の組織に世界物理年日本委員会

より感謝状が贈呈されました。当財団も設立以来の物理領城への研究

援助、国際会議援助等の活動が認められました。

当日は午前9日寺半より秋のイベント;極める科学活かす技術一人と

宇宙の未来のために一の演題で当財団の江崎理事をはじめ、小柴東京

大学名誉教授等の特別講演があり、夕方からの記念式典で感謝状 (写真)が有馬朗人会長より贈

られました。
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[ 特別寄稿]

Youthful Creativity isヽ■tal for Progress

Trustee  Leo Elsaki

Sl“Miraculous Year"

ミ電are llo、v Celebrating the looth anniversary of Albert Einstein's“Iniraculous year)'―

1905-m「llen he published multiple serLlillal papers introducing the epoch lnaking theOries

that marked the change fI・Onl classical to rllodern physics.

These ideas、吊アere born,llot under the leadership of pronlinellt figures ill the acadenlic

COIItllnunity,but borll of exchanges with young cOsll10politan friends in a climate:比 1led

、vith revolutionary ideas.

Eillstein)s amazillg intelllgence pinpointed core issues in the world of physics at that

tilne, skipping Over peripheral problems and ullflinchingly challellging 01d ideas to nnd

ne、v al■swerst

lt may be a surprise to learn that Einstein、vas ollly 26 years old in 1905 But it also

Hlight be his very youth that lllade hilll challellge those existing ideas and achieve sucll

creative results Eillstein!s theories forced changes frorll conventional ideas in the wForld

of physics.

s2 Duality of Milld

The power of the human IIlind call be divided into tMァo lnttor Categoriesi The

judicious lnind alld the creative nlilld.The forrller allows us to allalyze and ullderstand

things alld to select and make fair judgments,this is noll individualistic and essentially

covered by the body of existing kno、vledge  on the other hand,the latter allows lls to

pinpoint core issues and create new ideas through the activities of imagillatiOn alld

perceptiveness,through being individualistic,alld represents a response to the challellge

of an unknowll and uncertaill fllture.

I、vould like to state here my dogmatic assumptiol■ regarding the dependency oJi age

in terms ofthe t、vo different lninds,regardless of the differences betweell individuals

60    70
Age

Change according to Age



For example,let's say wve、vork from the age of 20 to 70 and,on a scale of zero to 100

percellt,the creative rnind is at 100 at the age of 20 and decreases wvith age tO reacll zero

at the age of 70 MIeal■、vhile,the judicious rllind is at zero at the age of 20 and increases

、vith age to reach 100 at the age Of 70.

Given these conditions,the declilling creative lnind and the rising judiclousコnil■d

become equal at the age of about 45.The t、 vo lrninds can clash、vith each other at that

tilne to bring about a lnid―life crisis.

In Japan,there are rllany idiorns that express a harsh view of youth,includillg
``、vakage nO itari''(yOuthflll illdiscretion) It waS COnfucius,one of the lnost influential of

the profound thinkers il■Asia,wtlo emphasized the importance of the judicious lnilld and

its colltinuillg to progress、vith age,

Collfllclus sald 2,500 years agOi

At 15,I had llly lnind bent on lcarning.

At 30,I stood ttrrll.

At 40,I had no doubts.

At 50,I knewv the decrees of Heaven.

At 60,Iny ear、vas an obedient organ for the reception of truth.

At 70,I could follo、v wtlat lny heart desired、vithout transgressing

wrLat was right.

s3 Knowledge―based Society

our g10bal informatioll society is movillg tOwvards kno、 vledge―based societies wlhere

the progress Of civllization increasingly hinges on intellectual creativity and new

kno、vledge.The stiTnulation of a nation's sociOeCOnolnic systeHl alld a strengtlleniコ [g Of

international competitiveness can be achieved throush an enrichment of intellectual

property as、 vell as human resourcest

Kno、vledge can be classified with that in lnind into the follo、 ving four catesOries

according tO the use to m「hich it is ill■tel■ded to put:

l     Kno、 弔「ledge fOr opening up ne、 v fISontiersi

innovative or basic science

2.    Kno、 弔「ledge for society's infrastructurei

the social sciences,engineering,etc.

3.    KIlo、 71edge for illdividual human beings:

the humanities,IIledical sciellces,life sciences,

healthだ乾sports sciences,etc.

4.    Kno、 vledge for human survival and security:

the environmental sciences,resources and

energy sciences,international relations,etc.
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The theTne of the y iヽchiミsrld Fair 2005 is closely related to itell1 4.The key、、アlЭrd is
“
Earth and its Environmellt'ち and l ul■derstand that its general theme is homアto keep the

Earth's environment in gOOd cOndition for future generatiolls utilizing the lnost advanced

knowvledge of environmental sciences available  The subjeCt is clearly a matter of deep

concerll to all of us,、vhicll、vill be discussed in detall lll the llext paragraph

l also visited the Brussels World Fair 1958,as l was participating in an international

conference on Solid State Physics held at that tilnc.It is illteresting to note tha′ t the

theme of that Nsrld Fair was also related to lnanis ellvirollment.

The outline of the keynote speech given at the internatiollal col■ ference in 1958 by

恥4 Shockley reads as follo、vsi
“
It is particularly appropriate that solid state physics and its applicatioil■ s to

electronics should be the subject of all internatiol■al symposiunl at the Brussels Vヽorld

Fair The Exposition is dedicated to showing rtlan!s progress in lnolding his

environment to his likillg,and electronics is one of his lnost powerful ne、v tools in this

endeavor Fllrtherinore,an importallt symbol of the Fair is the atonlic arrangement Of

a crystal,and crystals are the subject―Inatter of solid state physics."

It is clear that all environment to lllan's``liking"in 1958、 vould have been quite

different fl・om thatin 2005.

S4 Scientific Civilization and Environmental Problerlls

Science is an institutionalized meal■ s of inquiry that creates kno、 vledge for a

systematic understal■ding Ofthe physical and human environment,、 vhereas techllology is

the applicatiol■of that scientific knowledge in the resolving Of sOcial and econorllic

problems.

In fact,the 20th century was characterized by remarkable advances in science wrhicll

provided a basis for tlle fLlture prosperity of Tllankind and scientinc research has been a

powerflll tool in developing new technologies  science alld techl■ology have thus]llade

invaluable and complementary contributions to our improved living standards in terllls of

econoHlic development,the provision of healtll care alld other social amenities,ilnproving

our living conditions sellerally,and nlitigating some of the、vorst effects of natural and

human disasters.

However,nobody can dispute that there is also a negative side to scientinc and

technological success.To cite but one cxample,nuclear weapons undoubtedly present

an enormous threat to the、 vhole、vorld;alld the other lllost negative outcome of scie]ntific

civilization is probably its extraordinarily serious impact upon the environment. As is

、vell know吊砲,rllodern living standards in the developed countries require vast amourtts of

energy and other resources.The lnost harrllflll resultant effects include carboll dioxide

elrYlissions,the lnain culprit in global、varlling,and other forms of environmel■ tal pollLlition,

pollutants rangillg frOlrn small amoullts of IIlildly harmful substances discharged intO the

natural environment,to such pollutants as hormone disrupters and radio― isotopes that

could、vreak havoc on livil■g creatures.
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At this juncture,and dcaling、“ァith the envirollment,lct us consider ho、v sciel■Cc has

advanced ill creating ne、v kno、vledge.First and foremost,the greatest progress Of the

modern era has arisen frolltl the Successful application of the rllethod know「Il as

reductionislll,that is to sa■breaking dONミ any object into its constituent elements ttrst

and then explailling the nature of that object by putting its cOnsじituent parts into

perspective in relation to tlle、vhole.

For instance,scientists believe that the nature of any physical phenomenon can be

clarified by taking a nlicrocoslnic poillt of vie、 、らif its atonlic or llllolecular nature is ttrst

exarllined  Silnilarly,they beheve that all the functions of a livil■ g creature can be

ullderstood by taking a rllicrocosltllic poil■t of vie、、らif the features ofits DNノ aゝre ana]yzed

in sufficient detail.

As a matter of fact,this reductionistic approach together、 vith the]method of

mathematical analysis wvas originally proposed by Renも Descartes in the 1 7th century.

The reductionistic theory stallds in sharp contrast to the holistic approach,Mア hich

al■alyzes tlle、vhole Holism theorizes that a unined whole is greater than the silnple sum

of the parts of tttlich it is composed Obviously,a holistic approach、 vill be required for

medical treatlltlent、vllere a doctor lnust treat patiel■ ts by thinking about the condition of

the patiel■t's lrllole bodL rather thall attempting to cure only the affected partt

So,、vith the tremelldous increase in scale of human activities,scientists are nlaking

the transition frorn being mere observers of Nature to active participants in its

management and in lnaking sustainable development possible=

Since the grOMttll of scientinc civilization has given risc tO a host of environmental

problems,it is essential that、 ve work to make tlle environment safe for the survival ofthe

mankil■d.To ensure this,we must learn to think about complex systems that encollpass

everything,ranging f140rll the Eartll to the Universe)to humans and all other creattlres

All this、 vill call for a new forlrn of llolisnl together、 vith what rnay be termed a

multidisciplinary approacll  Hitherto,this has silnply IIleant physicists, cherllists,

biolosists,and mathematicians、 vorking together But no、 v it lnust include a wider rallge

of professionals such as engineers,social scientists,humanists,busil■ esslnen,

bureaucrats,and politicians both national and international.

Einstein said he had no special talents He said he only had a curiosity so strons that

it obsessed hirl1 2生nd curiosity is probably the dorllinant quality found in young people,

a10ng耶 アith creative strength.

So,who can ind a key to open the door to a brighter fllture? We can and mustlook

to creative youth,those、 vho are best able to look、 vith a clear vision unclouded by

outlnoded social conventions al■ d untrarlllneled by past history.
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[ 短信]

国際学術交流 について

選考委員 政池  明

日本学術振興会のワシントンセンターに

赴任 して一年が経ちました。

私は若い頃、ヨーロッパで研究することが

多かったので、米国における研究の動向は

あまり知りませんでした。しかし、1960年代

の末から共同研究などのため米国を訪れる

機会も増え、米国の研究者とも交流を深めて

来ました。

この間、国際学術交流の傾向も少 しずつ

変化して来ました。

1970年代までは日本からの 「頭脳流出」が

著しく、欧米諸国に長期滞在 し、さらに永住

権を得て研究生活を送る優れた研究者が多

かったことを記憶しております。この人達の

多くは外国の公的機関や財団からのファンド

で研究していました。当時日本では自国に

根を下ろした科学をもっと育てるべ きだと

いう声が上がった程です。

その後、文部省や学振、更に山田科学振興

財団などの援助で日本の若い研究者が海外に

留学する機会も増え、日本の資金による国際

交流の芽も育つようになりました。

1980年代になると、国際交流に一つの転機

が訪れました。日本の国力 も上が り、日本

の資金で優れた研究ができる環境が整い、

欧米諸国と対等に共同研究ができるように

なったのです。

私の専門の高エネルギー物理学の分野でも

日米エネルギー協定に基づ く日米共同研究

がスタートしたり、日本からCERNな どでの

実験に参加 したりして、日本テームが欧米

の大型加速器を用いて成果を挙げることが

できるようになりました。

ただ、この頃から若い研究者達が個人で

海外に長期間滞在 して、現地の人々の中に

溶け込んで腰 を落着けて研究する気風が

段々少なくなって来ました。これは日本で

も十分に研究環境が整って来たので、特に

個人で海外に出て研究成果を挙げるという

差し迫った必要があまりなくなって来たこと

にもよるのでしょう。

また、海外に長期に滞在していると、日本

の学界との関係が薄れ、将来日本で安定した

ポジションを得にくくなるという不安を持つ

躍を監察 してみますと、過去十数年の間に

大きな変化があったことが分かります。例

えば十数年前にはNIH(National lnstitute of

Health)で研究している外国人としては、日

本人が他の外国人に比べて圧倒的に多かっ

たのですが、現在では中国人の数が400人以

上、日本人は300人余で、人数が逆転しまし

た。もちろん人数だけが重要というわけで

はありませんが、一つの象徴的現象と言える

かもしれません。

米国では高エネルギー物理学の分野でも

中国系、インド系、韓国系などの科学者の

活躍が目覚 しく、これからの米国の科学の

方向を暗示しているようにも思えます。

このような傾向の詳 しい分析はここでは

しませんが、日本としては在来の方式による

学術交流だけでこのような状況に立ち向かう

ことができるかどうかをもう一度考えてみる

必要があるでしょう。

日本の科学が欧米諸国と肩を並べ られる

ようになった現在、日本 としては国際交流

についてこれまでとは異なった新 しい一歩

を踏み出す段階に来ているように思います。

その一つの例として、科学研究の国際的な

融合を進めるために内外の研究者が一体 と

なって研究出来るような場を積極的に作 り

出す努力が望まれます。もちろん分野によっ

て事情は異なるでしょうが、大型装置を用い

ることが不可欠な巨大科学の分野では既に

研究の国際的な融合が進められつつあります①

21世紀の科学の国際交流の方向に新 しい

転換が求められているように考えます。

人が増 えたの

も事実です。

日本の研究

に欧米で も強

い関心が持 た

れ、高い評価

を受けるよう

になったの も

この頃です。
一

方、米国

における外 国

人科学者の活
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[ Y S報 告]

第2回山田シンポジウムを終えて

組織委員長 楠本 正一

“
Key Natwal Molecules h Blological ttstems"

と題 した第2回山田シンポジウムは2 0 0 5年9月

10日から14日まで兵庫県淡路島の淡路夢舞台

国際会議場 とそれに隣接するウェスティン

ホテル淡路で開かれました。

講漠風景

2年前に開かれた物理学分野の第1回シン

ポジウムの成功 に続いて、化学系が中心 と

なった今回は、表題のように自然界でさま

ざまな生物現象の鍵を握る天然有機化合物

の働 きを通 じて生命の仕組みの理解 にも追

ろうとする化学 と生物学の間の新 しい分野

に焦点を当てるものにな りました。海外か

ら29名、日本から50名の参加者は、山田シ

ンポジウムの理念を実現するために、博士

後期課程学生、ポス ドクをはじめこの分野

の今後の発展 を担 うことが期待 される優れ

た若手研究者を中心 とし、それにカロえてこ

れまでこの分野で研究をリー ドしてこられ

たシエア研究者 と現役の指導的研究者を内

外から選んで構成 しました。

プログラムには2件の基調講演、16件の招

待講演を配 し、これらの講演者以外は全員

がポスター発表 をすることとしまじたが、

そのポスターから8件を選抜 して短い口頭発

表を依頼 しました。植物の生理活性化合物、

自然免疫、生物毒素などの学際的研究に関

する複数の講演 をそれぞれ並べて、話題に

若千のまとまりを図 りましたが、ポスター

発表にはより広い研究分野からの参加を受

け入れました①さらに今後 きわめて大 きな

役割を果たす と思われる機器分析や物理的

観測法の最新の成果に関するセッションを

設けたことによって、講演者、参カロ者 とも

に化学者が中心ではあるものの、広 く生物、

医学か ら物理にまでまたが り、多 くの参加

者が互いに初対面 という関係 も多 くな りま

した①そこで異分野の研究者間の交流を深

められるプログラム編成に留意 し、十分な

食事時間を取るとともに、夜9時から正規の

ポスター説明1時間とその後12時までポスター

会場で飲み物を片手に自由に議論する場を

設けました。隣接するホテルに全員が宿泊

するゆった りした日程であったことも幸い

して、活発な議論が昼間の講演会場だけで

なく、連 日深夜 までポスターを囲んで盛 り

上が り、多 くの参加者が、これまで接する

ことの少なかった新 しい情報 と知己を得た

ことを非常に喜んで淡路島を後にして くれ

たことは、山圧|シンポジウムの目的が十分

に達成されたものと感 じます。

夏の暑さもすこしおさまったよい時期に、

素晴 らしい雰囲気で会を催すことができた

のは、すべて山田科学振興財団の十分な支

援によるものであることは申すまでもあ り

ません。開会に当たって理事長に代わって

Welcome Addressを 担当してくださった財団

理事・芝哲夫先生、バンケットでご挨拶 くだ

さった河場専務理事が山田財回の成 り立ち

と理念をお話 くださったこともあって、こ

の行事がプライベー トな一財団の力で実現

したことが参加者に強い印象を与え、欧米、

アジアの多 くの参加者から日本は恵まれて

いるとうらやましが られたのは、お世話 を

担当した一人として誇らしくもありまし/た。

エクスカーション風景

- 9 -



[ Y C報 告]

第59回 山田コンフ ァレンス を開催 して

組織委員長 佐藤 勝彦

「素粒子的天体物理学・宇宙論の地平線の

拡大Jに 関する山田コンファレンスが、2005年

6月21日 (火)か ら6月24日 (金)の 4日間、東

京大学大学院理学系研究科に2005年3月完成

したばか りの小柴ホールにて開催されまし

た。口頭発表はすべて40分 の招待rlg演のみ

で、国外から21名、国内から5名、計26名の

世界をリー ドする研究者によるすばらしい

講演ばか りでした。これらと相補的に、国

内の若手研究者を中心とする最新の研究成

果は60余 りのポスターとして発表され、会

期中活発な議論の場を提供 していました。

講演風景

過去10年余 りにおける、理論 と観測の両

面における急速な進展 をうけて、21世紀の

素粒子的天体物理学・宇宙論研究の湖流を明

らかにすることが必要とされています。宇宙

のインフレーションを起こしたものは何か ?

ダークマ ター とダークェネルギーの正体

は?最 高エネルギー宇宙線の起源は?ニ ュー

トリノを用いた宇宙論探求の可能性 は ?

等々、素粒子の超弦理論の探求から宇宙の

果てまで広がる大構造の観損1にいたる、微

視的世界 と巨視的世界の研究の進展 を総合

的・有機的に取 り込みながら新たなる研究の

地平線を開拓することが今回の会議の目的

でした。

会議の初日は超新星爆発に関するセッショ

ンで した。マックスプランク研究所のヒル

ブラント氏によるIa型超新星の宇宙論的な役

割、爆発モデルの現状 と展望に関する優れ

たレビュー講演に続 き、マ ックスプランク

研究所の ミュラー氏、および早稲田大学の

山田氏による超新星爆発の数値 シミュレー

ションの最新の成果が発表 されました。東

大宇宙線研の中畑氏は、スーパーカミオカ

ンデによるニュー トリノ観測の最新結果を

報告 してくれました。2日 目は観測的宇宙論

のセッションで、オックスフォー ド大のシル

ク氏 と上海天文台のジン氏によって、銀河

形成問題への解析的および数値的なアプロー

チがそれぞれ紹介されました。主催者であ

る佐藤は、「超新星からインフレーションヘ」

と題する講演で、この分野の過去の発展 を

紹介 し、今後の展望を述べました。3日 目は

宇宙線に関するセッションで、シカゴ大学

のオリント氏による最高エネルギー宇宙線

の観淑Jの現状、金山大学のカン氏による衝肇

波加速モデルの数値 シミュレーションなど

興味深い最近の話題が議論されました。3日

目の午後 と4日 目は、素粒子的宇宙論のセッ

ションにあてられました。束工大の自水氏、

東大宇宙線研究所の川崎氏、フェルミカロ速

器研究所のコルブ氏、ランダウ研究所のス

タロビンスキー氏、タフツ大学のビレンキ

ン氏、ハーバー ド大学のランドール氏、ス

タンフォー ド大学のリンデ氏など、この分

野を切 り拓いてきた第一人者たちによる討

演が相次 ぎましンた。3日 目の午後には、人工

子にある 「うかい鳥山Jと いう庭園レヌ、トラ

ンで会議のバンケットが開催され、美 し/い庭

園と蛍およびおいしい料理を堪能 し、また相

互の親睦をはかることができました。

このようなすばらしいコンファレンスを

開催することがで き、山田科学振興財団の

関係者の皆様に深 く感謝いたします。

バンケットでの一場面
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援 助 夢 力 の妨 跡

研 究 援 助 そ の 後 10,衛訂

長期 間派遣援助 その後 5 編
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[研究援助 i1980年 度]

財 回 の援助 を受 けて

北海道大学大学院理学研究科教授 中 原 純
一

員ト

私が札幌へ赴任 しましたのは1980年春で

した。着任 した時に実験装置はライスのプ

リズム分光器を除き皆無で、何 をするにも

ゼロから年間予算20万で始めました。4年生

の学生が一人ぽつんとお り、無謀にも着任

し後
′
悔をしました。なんとか しなければと

途方に暮れる日々を送 り、財回の援助・外国

へ脱出と道を開 くことに頭をひねる毎 日で

した。そんな折、朗報が飛び込み、山田科学

振興財団援助のもとで光物性の実験を始める

きっかけが出来ました。この20数年、報える

ほど仕事が出来なかったのではと悔悟の念

で一杯です。

多 くの方のご支援により2000年 に病み上

が りなが ら高圧半導体国際会議 を札幌で無

事開催出来たのも、研究がある程度順調に

スター トした結果だと思ってお ります。最

近になりやっと体調 も戻 りましたが、残 り

は1年程です。その間もう少 し研究を楽 しみ

たいと思ってお ります。

これまでの経過を少 し書かせて頂 きます。

北海道大学に来た頃、北海道に光物性の研

究者がほとんどいないといって良い状態で

した③ただ光物性で重要な素励起の励起子

(素粒子・原子の世界 と違い多様な性質を持

つ水素原子様粒子)を 発見 した林先生の′出身

学科で研究を始められることを精神的ささ

えに、誘電体でラマン散乱を積極的に進め

てお られた達崎先生、大学の先輩達の温か

い支援で研
i究をスター トさせました。ない

ないづ くしの中、北海道大学初の擬1次元系

導体の光学測定をフォトダイオー ドとハロ

ゲンランプを購入 し、プリズム分光器で始

めた時期に山田財団から御援助頂 きました。

これに勇気 を得、一次元スピン系のラマン

散乱・吸収測定といった基礎的な研究で、より

進んだ研究への足がか りが出来ればと研究

を広げました。

また比較的容

易 に極 限状態

を実現で きる

ダイヤモ ン ド

アンビルを用

いた超高圧の

実験へ と手足

を広 げ、気が

付 いた らなん

とか光を用いた物性研究を出来るようになっ

ていました。

それでも進歩が遅 く、ふとまわりをみると

電子科学研究所 ・工学研究科等で私には手の

でないようなすばらしい装置で全国的にみ

ても進んだ研究が行われるようになっている

現状を知 り、楽 しい気持ちになりました。

研究室に来た学生 さんには少 し気の毒で

したが 「人のいやがる、人の取 り組まない実験

をのんびりとするJを 建前にし、長い問学生

2-3人 と研究に取 り組みました。また気まく
｀

れで始めた天然氷の中に存在するクラヌ、レー

ト氷の研究からメタンハイ ドレー トの研究

へと進んだ仲聞とも楽しい研究が出来ました。

1986年頃、ポーランド生まれのGaNで の偏光

ラマン散乱、さらに混晶半導体の発光iなど

時代のはしりに少し顔を出す事も出来ました①

混晶半導体はなかなかおもしろく、長 く研究

を続けてしまいました。多 くの人たちが井戸

構造を研究している中、ひたすら結晶を扱い、

おもしろいことがないかと探 し歩 くのんび

りした時代の潮流にそ く
｀
わない研究を楽 し

みました。残念なが ら応用の問題が片づ く

と多 くの人達は違 う分野へ と羽ばたいてゆ

き、少 し寂 しい気持ちも残 ります。時代 に

あった見せかけの多い研究にあまり魅力を

感 じず、のんびりと研究を進めさせてもらっ

た大学に感謝するこの頃です。

下記のホームベージをご覧になって下さい。

httpt//optpllys sci hokudai ac jp/hikaIヽ1/
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[研究援助 11981年 度]

根粒バクテリアの知恵に学んだ新しい化学の開拓

東京理科大学基礎工学部教授 干 鋼 員 信

化学は自然から多 くのことを学んできま

した。私の研究は根粒バクテリアに代表さ

れる微生物による窒素固定が学びの対象 と

なっています。20世紀の始めにハーバーと

ボッシュにより開発 された窒素 と水素ガス

からの鉄系団体角虫媒を用いたアンモエア合

成 (工業的空中窒素固定)は 人類の生活向上

に多大な貢献 をしてきましたが、反応条件

は高温・高圧 と過酷であります。我々の身の

回 りにあるプラスチ ツク、繊維、染料、肥

料、医薬品などに含 まれる窒素はこのハー

バー法により空中か ら供給 されています。

一方、生物による窒素固定は窒素固定酵素

により常温 ・常圧で見事に進行 します。

私は40年近 くに亘 り、窒素固定酵素 (最近

になり、酵素の活性部位はMoFe7S9の組成を

有するモリブデンー鉄一硫黄クラスターで

あることが判明した)の 化学に触発 された研

究を独 自な視点から進めて来ました。1965

年にカナダのAllen教授がルテニウムに窒素

分子が結合 した化合物を偶然に合成 しまし

た。この発見が多 くの化学者に窒素分子を常

温でアンモニアに変換する夢を掻 き立てまし

た。窒素固定酵素の鍵金属であるモリブデ

ンに窒素分子が結合 した世界初のモリブデ

ン窒素錯体の合成 (1969年)が 私の研究の出

発点であります。その後、英国のChatt教授

のグループにより同様な型のモリブデンお

よびタングステン窒素錯体 (金属の周 りは窒

素分子 とリン化合物で囲まれている)が 合成

され、両グループの長年にわたる研究によ

り、これらの金属に結合 した窒素分子が温

和な条件下に酸 と反応 してアンモエアとヒ

ドラジンに変換されることが明らかとなり、

その詳細な反応機構が中間体を単離するこ

となどにより解明されました。1981年度に

山田科学振興財団よりこの分野の研究に対

して助成 を受

けました。そ

の後の研究 に

より、 この活

性化 された窒

素分子が有機

化合物 と反応

して、 ピロー

ル、 ピ リジン

な どの含窒素

有機化合物に変換できるルー トが開発され

ました。更に、タングステン錯体に結合 し

た窒素分子 とルテニウム錯体に結合 した水

素分子が温オロな条件下で反応 してアンモニ

アを生成することを見出し、その研究成果

は1998年にサイエンスに発表され世界的に

大きな反響を呼び起こしました。100年間に

わたり実施されている工業的空中窒素固定法

(ハーバー法)に取って代る夢のプロセスの

開発へ向けての大きな突破口であります。

一方で、私は窒素固定酵素の活性部位を

より正確に意識 しながら、キュバン型lM4S4

骨格(立方体の隅に金属と硫黄が交互に位置

する構造)などを始めとする様々な骨格を有

する金属一硫黄クラスターの合理的合成法

と新規な触媒機能の開発に取 り組んで来ま

した。その独倉J性は生物が利用できない貴

金属を活用 した金属ぃ硫黄クラスターの合成

にあります。その結果、例えば、硫黄で架

橋されたルテニウム複核錯体が汎用性のあ

る有機合成反応を起こさせる特異な触媒 と

して機能することを見出しました。このよ

うに、窒素固定酵素に学びながら、化学の

特徴を活かして新規金属錯体を次々と創製

して新規な反応 を開発 し、有機金属化学、

生物無機化学、有機合成化学、触媒化学の

分野に新風を吹き込みました。
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[研究援助 :1986年 度]

研 究費 と研 究成果

京都大学大学院理学研究科教授 林  民 生

山田科学振興財団から研究助成金を頂戴

したのは20年前の1986年である。当時私は

京都大学工学部合成化学科の助手であった

が、それまであらゆる面でお世話になった

熊田誠教授が定年退官になった直後である。

身分的、精神的ばか りでなく金銭的にも不

安定な時期であった。日本の講座制の良い

点の一つであるが、助手である私は研究費

の心配をそれまで全 くしたことがなかった。

研究費獲得は教授の仕事であり、助手はた

だひたすら研究費を消費するのが務めであ

り、研究に没頭 していればよかった。それ

が研究費獲得の必要が生じた。幸運にも「光

学活性アリル金属化合物の合成と反応Jの題

目で20年前には充分高額である470万円を研

究助成金 として頂戴することができた①当

時芽が出かけていたアリルシランの触媒的

不斉合成やπ一アリルパラジウムを経る不

斉触媒反応の研究を継続することが可能に

なった。幸い研究計画どお り期待 した結果

が次々と得 られた。数えてみると合計10報

の論文のacknottedgerllentに「山田科学振興

財団の研究助成に感謝するJと書いた。助手

の下には少人数の学生 しかいなかったが、

彼 らに与えた研究テーマは悉 くうまく進ん

だ。今から思えば私のこれまでの研究人生

のなかで最も華やいでいた時期である。触

媒的不斉合成の分野は現在ほどには成熟し

ておらず、何をやっても人まね的な要素が

全 くなかった。また触媒的不斉合成の研究

には通常の高分解能NMR装 置以外に高額な

設備が必要なわけではなく、消耗品費さえ

あれば研究を進めることができた。山田財団

の研究助成金額は当時の私の研究テーマに

ぴったりはまった。研究成果のcott peIPfOllLltlallce

は極めて高かった。

この頃に行った研究成果が高 く評価 され

て、幸い私はこの後昇任人事の対象になっ

た。1989年に教授 として着任 した北海道大

学触媒化学研究センターには、もとt)と有

機化学系の研究室がなかったため、N!MR装

置も有機合成実験に必須の実験台もなかっ

た。これらを購入するための研究費 tl不足

していた。山田財団で味を占めていた私は

知る限 りの財団に研究費を申請 し、一年後

には普通の有機化学研究室の実験設備 レベ

ルにまで研究室の体制を整えることができ

た。ここでも引き続き研究は好調であった。

優秀な助教授・助手の先生方に恵まれ新 しい

触媒的不斉合成をいくつか発表することが

できた。その後1994年には現在いる京都大

学理学部に異動 した。

定年退職まであと何年あるかが時に気に

なることがある。最近では他人が応募 した

研究費を審査する偵Jの仕事が多 くなった①

審査員が理解 tンやすいようには書かね/てい

ない内容の申請書を数多 く短時間に勉」理 し

なければならないことが少なくない。この

ような時には業績リス トが判断基準になる③

過去に良い研究をした人は今後 も良い研究

をし続けるであろうという論理であり、こ

れはこれで正 tンいと私は思っている。研究

費獲得一良い研究成果発表一研究費獲:得の

サイクルが回り出すと研究費に困らない研

究者である。何だかとても忙 しいが。
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[研究援助 :1987年 度]

高温超伝導体と光電子分光

東北大学大学院理学研究科教授 高 橋  隆

銅酸化物で30Kを越える超伝導現象が発見

されてから20年近 くが経つ。当時私は、山

田科学振興財団に申請 していた新型装置開

発の研究課題が採択されて、装置建設に没

頭 していた。その頃、岡崎の分子科学研究

所の研究会に参加 した折 りに、分子研に居

られたM先 生を通じて、当時は全 く面識の無

かったS先生 (現在は深 く親交させていただ

いている)を紹介され、ゴマ粒のような小さ

な試料を1個手渡されて、「この光電子スペ

クトルを沢Jっていただきたい」と依頼された

ことが、ここ20年続いている私 と高温超伝

導体とのつきあいの始まりである。

分子研でのS先生の説明に込められた熱気

から、この物質は大変な物質であると直感

して仙台の研究室に戻 り、指導 していた大

学院生全員 (といっても2-3名 程度だった)

を集め、「これまでの研究は一時中断して、

この物質の研究に金力を集中するJと 宣言し

た。11月頃だつたと思う。その時1人の院生

が、「僕の修士論文はどうなるので しょう

か ?Jと 不安そうに尋ねた事を覚えている。

後 日談になるが、その院生はそれから自分

の修士論文のテーマとは関係ない高温超伝

導体の測定に明け暮れながらも、立派に修士

論文発表を行い優秀な成績で修士課程を卒業

し、現在も研究の第一線で活躍している。

高温超伝導体発見当時は、光電子分光の

エネルギー分解能は0.3eV程度であった。

「超伝導ギヤツプを観測せよ」という大きな

外圧を感 じながら、装置の改良・改造に取 り

組み、まず20 meVに まで分解能を向上させ

ることに成功 した。それまでの光電子分光

装置は、「試料の周 りでアナライザーを回転

させる」という方式を採用していた。この方

式にも利点はあるが、アナライザーの大 き

さに制限が生ずる①一方、理論的には、ア

ナライザーの大

きさに分解台2は

比例する①そ こ

で逆転の発想で、

「アナライザーに

対 して試料 を回

転させる」事を言式

みた。 この方式

だ と、アナライ

ザーのサイズはかなり大 きくできる。これ

が成功 して、分解能の飛躍的向上を達成す

ることができた。現在の多 くの高分解能装

置は、この 「逆転の発想」の方式を採用 して

いる。装置の性能向上というものは、発想

の転換が重要であると感 じた出来事であっ

た。その後も、2次元検出方式の採用や高輝

度放電管の開発で、さらに分解能は向上し、

現在では、lmeVを切るところまで来ている。

現在、研究室では、この超高分解能を用い

て、高温超伝導発現の核心である 「準粒子J

の直接観測 とその同定の研究に専念 してい

る。その準粒子は、チラリと姿を見せるこ

ともあるが、まだまだその全体像を捉える

までに至っていない。更なる高分解能化が

必要である。光電子分光と高温超伝導体は、

ここ20年、実に良く「お互いを磨き合って来

た仲」であると言える。これからもこの切礎

琢磨は続 くことだろう。

- 1 5 -



[研究援助 i1988年 度]

核磁性の研究― その後の発展

金沢大学自然科学研究科教授 鈴 木 治彦

私が山田科学振興財団から「核スピン・オー

ダーの研究Jの テーマで研究援助を頂いたの

はまだ東北大学理学部の助手だった1988年

度のことである。頂いた研究費で購入 した

のは核断熱消磁冷却用の超伝導マグネット

である。

この研究は一段 目の銅の核断熱消続冷却

によってlmK以 下まで試料のSc金属の核ス

ピン系を冷却 し、数Tの磁場を掛けて断熟消

磁 してScの核スピンだけを冷却 し核磁気秩

序 を実現 しようというものである。超伝導

マグネットはその二段 目の試料 自体 に掛け

る磁場用である。一
段 目の銅の核断熟消磁

冷却装置は既に出来ていた。私はそれまで

電子スピンと核スピンが結合 した増強核磁

性 と呼ばれる物質の核スピン・オーダーの研

究を行い成果を挙げてきた。ただこれらの

物質は電子スピンと結合 しているので磁気

転移が比較的高い温度で起 き、lmK前 後の

温度である。そこで、より超低温で磁気枚

序が起こる純金属の核スピン・オーダーの研

究へ と向かったところであった。それまで

純金属の核スピン・オーダーはヘルシンキエ

科大学でCuに ついて成功 していた1例だけで

あった。

我々は電子間の相関が強

く、 しかも結晶型がhcpで ス

ピン構造 にフラス トレーシ

ョンが期待 される、Sc金 属

を選んだ。

結果 として我々は東北大

学でSc金属の核スピン,オー

ダーの観測に成功 した。

当時同じように純金属Tlの

核スピン・オーダーの研究を

行 っていたバイロイ ト大学

Eska教 授 を同 じく山田財団

の外国人研究者jIB聘の1990

年度に採択 していただき一緒にSc金属の核

磁性に取 り組んだ。

丁度私は1990年 に金沢大学に助教授 とし

て移ることとなった。scの研究は金沢大学

に移ってからす く
｀
には装置がなかったので、

物性研究所石本研究室 との共同研究で行い

私の金沢大学での博士課程修了者第一
号の

博士論文としてまとまった。

Eska教授 とは金沢大学においても文科省の

招へい教授として来て貰ったり、私自身2ケ月

バイロイ トに滞在 したり、研究室の助教授、

講師、院生なども訪問 して共同研究を行っ

ている。その後 も親密な交流を深めている。

写真は ドイッのコンスタンッで開催 された

量子液体・団体の会議の後でコンスタンッか

ら北イタリア・ガルダ湖にある彼の別荘まで

彼の車で行 く途中にアルプスを通過中の写

真である (撮影は筆者の妻)。

核続性の研究は、今年度採択 された我々

の特別推進研究 「量子相転移の研究Jの 三つ

のプロジェク トの1つ 「濃縮195Ptの核磁気秩

序」において濃度変化により量子相転移 (オロ

転杉温度がOKの 相転移)を 実現 しようと言

う研究で未だ継続中である。

当時購入 した超伝導マグネットは小型で

使いやすいので、未だにNMR用 マグネット

として活躍中である。

右側が筆者
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[研究援助 :1989年 度]

直感と論理的思考 と計算機シュミレーション

茨城大学大学院理工学1研究科教授 ガ 澤ヽ  哲

人間は経験を通 じて知識を獲得する③蓄

積されるた くさんの知識は、互いに何 らか

の関係 をもって、頭脳に格納 される。その

関係は様々である③論理的な関係、感情的

な関係、感覚的な関係などがあると考えら

れるが、その詳細は現代の認知心理学をも

って しても未だ明らかでない。例 えば、柔

道の場合には、体の動か し方を感覚的に覚

えると同時に、その合理↑生について、論理

的に整理 してお くことは重要である。 しか

し、実際に技 をしかけるタイミングは直感

的に判断される①あとから見て、それは論

理的に正 しいタイミングであったことが分

かる。将棋や囲碁の棋士がよく言う「直感精

読」も同様である。十分に学習を積んだ棋士

は、盤面で次に自分の打つべ き手は院時に

直感的に分かるが、それが本当に最善の手

筋であるかを確認する作業に時間がかかる

のだそうである。確認作業は論理的な思考

である。論理的な思考で解を探 し出すので

はなく、解はいつも直感的に得られる。

人間はた くさんの知識を脳に仕舞い込む

が、人間はそれらのすべてを常時認識 して

いるわけではない①人間の脳の活動に無意

識の世界 と意識の世界があ り、無意識の世

界での脳の活動が、人間の行動に多大の影

響を与えていることを指摘 したのは、フロ

イ ドであった。これと関連 して、ポアンカ

レは、以下の興味深い経験 を述べている。

数学上の問題を設定 して、その解 を求めよ

うとするとき、数週間不眠不休の努力をし

て解が得 られない場合には、その作業を中

断 してしまう。そ して、その問題について

積極的に考えない数ヶ月が経過 したある日、

突然、馬車に足 をかけた瞬間に、その問題

が全て解けたような感覚に陥 り、実際その

アイデイアにそつて作業を続けると、確か

に正解を得ることができた。この経験 をポ

アンカレは以下のように解釈 している。意

識 の世界 での不

眠不休 の思考 の

結果、無意識 の

世界 の脳 の活動

が !舌発 化 して 、

その中であ る種

の秩序形成が行

われる。それが、

ちょっとしたきっ

かけで、意識の世界に浮かび上がって くる①

これが直感的な 「ひらめき」であるという。

山田科学振興財団より研究助成を頂いた

ころ、長谷田泰
一郎先生が大阪大学を定年

退官 されて茨城大学 に移 って来 られ/た③

度々、筆者の部屋に入つてこられて、スピ

ン系の相転移点近傍で見 られる不思議な記

1意作用をもつ磁気揺らぎ (温度バルクハウゼ

ン効果)な どについて話された。長谷田先生

の話は、いつ も疑問形である。分かったこ

とを話 されるのではな く、分からないこと

を問いかけらね′る。す ぐれた科学者は、よ

り大切で重要な問題設定を直感的に行 うこ

とができる①長谷田先生から頂いた疑問形

の例は、「どうして自然現象はこんなにも見事

に数学によって記述 されるのかという問題

をコンピュータのことばでいえばどうなる

のですか ?J、 「コンピュータがこんなにも

進歩 したと言うのに、コンピュータシミュ

レーションが理論や実験 と対等のレベルに

なれないのはなぜですか ?Jで あった①問題

の性格上、最終的な解ではないが、現段階

での筆者な りの考えを、い くつかの著書

(「計算機シミコ、レーション入門」、「現代の

力学J、「物理ミニマムJ、いずれも学術区1書

出版社から刊行)の中で述べている。現!段階

の解で満足 していないことから、筆者の脳

の無意識の世界では思考が進行 している。

いつかひらめき的な着想のもとに新 しい計

算機シミュレーーションの方法を得ることが

できればと考えている。もっとも、そのた

めには、ポアンカレが指摘するように、意

識の世界での不眠不休の努力が必要である。
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[研究援助 i1993年 度]

新たな筋研究の礎

千葉大学理学部生物学教室教授 遠 劇揮 岡 J

私が山田科学振興財団の研究援助を受けた

のは1993年のことで、気がつ くと既に12年

が経過 していました。援助を受けた研究課

題は 「筋細胞分化をもたらす細胞融合タンパ

ク質の解明」というものです。骨格筋細胞は

分化をして細胞融合により多核の細胞にな

るわけですが、当時この細胞融合を引き起

こす細胞膜上のタンパク質は不明でした (実

は今でも明らかになっていません)。そこで

ウイルスが細胞に感染する時に働 くウイル

スタンパク質にある融合ペプチ ドに着目し

て、骨格筋細胞の融合に/1aくタンパク質に

も融合ペプチ ドに相当する配列があると仮

定 しました。そしてこの未知のタンパク質

をcDNAク ローエングにより同定し、筋細胞

融合の機構を解明しようというのがこの研

究課題のおもな計画で した。結果 として、

融合ペプチ ド様の配列をもった新規のタン

パク質を同定でき、ermelinと名付けました。

その後、これは大きなファミリーをなして

いるzn2■輸送体タンパク質の一つであるとい

うことがわか り、結局、筋細胞の融合その

ものにかかわっているようではなさそうだ

ということになりました。 しかし依然とし

て骨格筋細胞融合を引き起こすタンパク質

と骨格筋細胞融合の機構は明らかになって

いないので、実は今で も別

の見地か ら骨格筋細胞融合

の分子機構 を解明 しようと

考えているところです。

この研究課題では同時に、

筋細胞融合 も含めて筋細胞

分化 にかかわっている低分

子量Gタ ンパク質を同定する

ことも計画 してい ま した。

この計画 も含めこれまでに4

つの新規の低分子量Gタ ンパ

ク質 (M―Ras,RhoM(RhoD),RhoT,Rab34)

を発見することがで きました。なおM_ R a sと

RhoMの 「MJは 筋肉 (muscle)にちなんで名

付けたものです。M、Rasは神経細胞分化に不

可欠な役割を呆たしているとともに、骨格

筋の幹細胞の未分化状態の維持に働いてい

るということがわかりました。その他のタ

ンパク質は筋細胞分化 との直接の関連はま

だ明らかになっていませんが、それぞれ重

要な細胞機能や発生現象における機能を制

御 していることがわかりつつあります。

以前から当研究室では筋細胞分化や脱分

化の研究を中心に行っていたのですが、当

時はそれまでに着目されていなかった新 し

い見地から筋細胞分化の機構に切 り辺じんで

いこうともがいていた時期でした。この新

しい見地からということで始めたのが、筋

細胞融合タンパク質や低分子量Gタ ンパク質

の同定であったわけです。

当時は研究費にもあまり恵まれていませ

んでしたので、山田財団の研究援助は大い

に役に立ちました。おかげで新たな筋研究

に発展させる礎を築くことができました。

93年当時は研究室の学生が2人だけであっ

たのが、その後順調に人数が増え、今では

大学院生たちの力を借 りなければ、研
i究

室

が運営できないほどになりました。これも

山田財団の援助の賜物であると深 く感謝 し

ています。

前列中央が筆者
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[研究援助 :1995年 度]

研究助成を受けたその後の10年

究州交敦ザ幌暫翌霧研控讐りき敷授伊束 信

11年間勤務 した三菱化成生命科学研究所

(現三菱化学生命科学研究所)を辞し、母校

の研究室に戻つたのは1994年春でした。そ

れから11年、怒濤のような日々があつとい

う間に過ぎ去った気がします。山田科学振

興財団から研究助成を受けたのは、新 しい

研究室を立ち上げて間もない1995年のこと

でした。その前年、スフインゴ糖脂質に作

用 して、脂肪酸とリゾ糖脂質 (】旨肪酸が外れ

た糖月旨質)を生成する新 しい酵素を見つけ、

申請書を書きました (主題 「リゾ糖脂質生成

酵素及びリゾ糖脂質の生理機能の研究」)。

私たちは、この新しい酵素が糖脂質のみなら

ずスフィンゴミエリンにも作用することを見

V 出ヽしSphinogolipid Ceramide Ⅳ―deacylase

( S C D a s e ) と言 う名 前 をつ け ま した ( M . I t o

et al.泌θ270)24370-24374,1995)。

SCDaseの研究を進めるうちに意外な展開

が私たちを待ち受けていました。T医大の研

究グループが 「アトピー性皮膚炎では酵素X

の異常発現が原因でスフインゴミエリンの

リゾ体が蓄積し、そのことが炎症の引き金と

なるJと いう報告を日本皮膚科学会で行なっ

たのです。その新聞報道を見て、私たちは

大変驚きました。酵素Xと はSCDaseに 他な

らなかったからです。伝手を頼 り、その当

時九大医学部皮膚科の講師だつたア トピー

の専門家I先生を紹介 してもらい、共同研究

が始まりました。私たちはア トピー性皮膚

炎患者の息部組織においてSCDaseが元進 し

ているという証拠を得ることは出来ません

でしたが、稀ではあるもののSCDase産生菌

が感染 している例に道遇 しました。それば

かりか、ア トピー性皮膚炎患者には統計的

に有為にセラミダーゼ産生菌が感染 してい

ることを突き止めたのです。ちなみに、細

菌出来のセラミダーゼの報告はこれが初めて

でした (N.①l山o et al.JBC埜建,14368-14!373ぅ

1998)。

セラミダーゼは、SCDaseと同じくセラミ

ドの酸アミド結合 を加水分解する酵素です

が、SCDaseと違って遊離のセラミドにしか

作用 しません。従ってスフインゴミエリン

には作用せず、前述の新聞記事の酵素Xと セ

ラミダーゼは合致 しません。 しか し、ア ト

ピー性皮膚炎患者の皮膚息部ではセラミド

が減少 していることは広 く知 られていまし

たので、細菌由来のセラミダーゼがセラミ

ドの減少に一役買っていることも十分疑わ

れます。一方、 ヒトでは、セラミダーゼは

リソソームにおけるセラミド代謝に関与 し、

その遺伝的欠損はフアーバー病 というリソ

ソーム病を引 き起 こします。細菌由来のセ

ラミダーゼをクローエングしたところ、驚

くべ きことにヒ トのリソソーム出来の酵素

とは全 く一次構造が異なっていることが分

りました (N.Okino et al.夏'C274,361616-

36622〕1999)。しかも、リソソーム酵素とは

異なり、最適pHは 中性付近にあ ります。ほ

乳動物にも中性付近に最適pHを 持つセラミ

ダーゼが存在することは知 られていました

が、膜結合型タンパク質のために精製は難

しいとされていました。その当時は、マウ

スやヒ トのゲノム情報が今のように自由に

利用で きませんで したので、私達はほ乳動

物の中性セラミダーゼの精製に乗 り出 しま

した。私には、2つの理由から勝機はあると

考えていました。1つは、前述のSCDaseの加

水分解逆反応 (縮合反応)を利用 して蛍光標

識セラミドを合成 し、セラミダーゼの高感

度アッセイ系を確立 していたこと、もう1つ

は、前述のように細菌出来の中性セラミダ

ーゼの推定アミノ酸配列を既に手にしてい

たことです。粘 り強い大学院生達の努力が

実 り、マウス肝臓およびラット腎臓の膜画

分から性質の少 し異なる中性セラミダーゼ
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を精製 し、それぞれをクローエングすること

が出来ました (M.駒血 et al.況で 275,11229-

11234,2000; S MIitsLltake et al SBC)276,

26249-26259,2001)。それらの一
次構造は、

予想通 リリソソーム出来の酸性セラミダー

ゼとは全 く異なるものでした。

その後の研究で、中性セラミダーゼは細胞

表層でスフインゴシン、スフィンゴシン1リ ン

酸 (SlP)の生成に携わり、SlP受容体を介 し

たシグナリングを制御 していることが分 りま

した (M Tani et al.JBσ)280,36592-36600)

2005)。興味深いことに、ゼブラフイッシュ

初期発生系で本酵素をノックダウンすると

血管新生が著 しく阻害されます (Y Yoshimura

et al.JBC,型 )44012-44022)2004)①
一方、

細菌由来の酵素 も新 しいエキソ トキシンの

一種であることが示 され、細胞性粘菌の形

態形成にも本酵素が重要であることが示唆

される等、中性セラミダーゼの多様 な生理

機能が次第に明らかになりつつあります。

この10年間で、9人の若者が博士号を得て、

国内外の大学や民間の研究所 に巣立ってい

きました①3人の学生 と始めた日本西端の小

さな研究室 もいつの間にか20名 を超える大

学院生が所狭 しと行 き交う娠やかな研究室

になりました。私は、「貧乏人の子沢山Jと

いう現代 日本ではとうの昔に死語になった

ことばをつぶゃきながらも、多 くの幸運に

支えられ真摯な若者達と研究を続けを)れる

日々に感謝しています。その幸運の1つが山

田科学振興財団からの研究助成であったこ

とは間違いありません。

前列右から3人目が筆者 (長崎県壱岐への研究宣旅行 :2005年 9月)
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[長期間派遣援助 :1997年 度]

緑の行くえを追う
一クロロフィル分解研究の終わりの始まリー

静岡大学理学部教授 塩 井 祐 三

紅葉の季節 となった。落葉樹の葉の黄や

紅色が鮮やかである。春の木々の芽吹きそ

して夏のもえたつようなあの緑色はどこへ

いったのであろうか。広 く自然界を彩る緑

の色はクロロフイル (葉緑素)と呼ばれる色

素に出来する。この色素は光合成反応で光

を吸収するために不可欠なポルフイリン誘

導体で、ほぼすべての植物から細菌の一部

に至るまで広 く存在する地球上最大量の有

機金属化合物である。地球上全体では年間

に約12億 トンのクロロフイルが生産され、

また分解されていると見積もられている。

イネやムギなどの穀類が熟すときや落葉

植物が秋に緑を失することでわかるように、

クロロフィルの分解は我々の身近なところ

で毎年起きているなじみの深い現象である。

そのようなこともあって早 くから研究者の

注目を集めてきた。クロロフイルの分解過程

で最 も早 くから知られた酵素はクロロフイ

ラーゼと呼ばれるもので、すでに1912年に

Stoll,Aによつて報告されている。この酵素

は10年ほど前までクロロフイルの合成の最

終段階で働いているのではないかと考えら

れていたが、現在ではクロロフィル分解の1

番はじめに/1aく酵素であることがわかって

きた。この遺伝子は1999年、東工大の私た

ちの研究室の一員であった土屋君によって

クローエングされた。遺伝

子時代 の到来 を待 たなけれ

ばならなかったのか もしれ

ないが、87年後の快挙であ

る。その後、あいついでク

ロロフィル分解 に関与す る

い くつかの酵素の機能や遺

伝子が解明 された。 ここに

きてクロロフイル分解研究

の終わ りの始 ま りが見 えて

きた①その1つは我々の研究

室で東工大か ら静岡大学で

引き続き行われたもので、分解初期にクロ

ロフィルのマクロとイソサイクル環の1多飾・

脱離反応に関与するフェオホルビダーゼと

いう酵素である。この酵素はエステラーゼ

の1種で、フェオホルビドからカルボメトキ

シキ基を脱離 しピロフェオホルビドを生成

するものであるが、その反応生成物は青菜

のつけものに含まれることがあり、光増感

性が高 く食品衛生法で規制 されている。

我々は偶然にもその反応機構をも解明する

ことができた。

私が山田科学振興財団の研究助成を受け

たのは東工大から静岡大学へ移って1年目を

経たときのことである。静岡大学では、ゼロ

からの研究室立ち上げであったので、基盤

的な機器を整備するための本当にありがた

い援助であった。静岡大学で9年目を過ぎ、

博士課程の修了生を含めて43名もの学生を

送 り出すことができたが、一様にその恩恵

を受けている。この援助 と学生諸君の活躍

のおかげで、クロロフイル分解研究の終わ

りへの第1歩を始動することができたのでは

ないかと思う。現在では、地の利を活かし

て、駿河湾の海洋植物プランク トン個体群

の生産構造についても研究を行っている。

海洋の生産構造 とともに植物プランクトン

の多様性の解明についても発展を期待 して

いるところである。最後に援助をしていた

だいた山田財団に改めて深 く感謝したい。

後列左から2人目が筆者

- 2 1 -



[長期間派遣援助 :2000年 度]

有機合成で迫 るステロイ ド生合成 の謎

徳島文理大学薬学部教授 西 沢 麦夫

ある偶然から筆者はステロイ ド生合成の

根幹であるオレフィン環化反応が、従来何

となく信 じられてきた協奏反応ではなく、

カチオン中間体を経由する段階的反応である

ことの実験的証拠を、世界に先駆けて明らか

にして、ステロイド生合成に潜むさらなる謎

と真正面から向き合うことになった。cOrey

は6/6/5の三環性三級カチオン2(プ レc環 カチ

オン)が まず形成され、これがエネルギー的

に不利な6/6/6の六員環二級カチオン3に転移

することを巧みな酵素反応により証明した。

では、酵素は如何にして巨大なMarkOvnikov

- 4

の壁 を乗 り越え、六員環二級カチオンヘの

転移を実現するのだろうか①呆たして、こ

の転移反応が化学でも実現出来るだろうか。

有機合成を手段 として、この興味深い謎に

挑んでいきたいと考えた時、山田科学振興

財団との出会いがあった。

同じ事がD環 カチオン4においても起こっ

ている。ここでは環拡大による6への転移と、

水素移動によるステロイ ド骨格5への変化が

競合 している。そこで、五員環に隣 り合 う

三級カチオンである、モデルカチオン7を発

生させ、その命運を採ることにした。水素

移動により8を経るスピロエーテル9の生成

はエネルギー的に有利で、六員環二級カチ

オン10を経る11の生成は大 きく不利である

ことが、簡単なコンフォーメーション計算

からも明白であった。実1祭BF3と処理すると、

左から1番目が筆者

8への転杉だけが起 こり、9が単一生成物 と

して得 られた。s n c 1 4 Sヽ C ( O T f ) 3 Tヽ i F 4ヽ

FeCも、CF3S03Hと 様々な酸を言式したが結果

は同様であった①ところが、TiC14を用いた

とき全 く異なった結果が得 られた①六貝環

二級カチオンヘの転移が起 こったのだ。世

界で初めて、有機化学の世界に厳然 とそび

え続けてきたMarkOvnikovの壁を、有機化学

が突破 したのだ③生成物は複雑で、11の収

率は16%に 過 ぎなかったが、他の生成物 も

全てloを経由しての六貝環化合物で、TiC14

を用いるかぎり六員環二級カテオン10への

転移 しか起 こらない事が明 らかになった。

ここまでを、去る2002年5月に山田科学振興

財団研究交歓会で発表 した。

さて、これをどう説明するかである。ま

ず、裸のカチオン7の立体配座計算を行った。

その結果五員環平面 とカテオン平面が平行

な配座12と、両者が直交する配座14が存在

することが分かった。12は水素移動に有利

な配座で、14は大員環への転移 しか起 こし

得ない配座である事に気が付いた①すると、

対アニオンがカチオンの立体配座 を規定 し

ているに違いないと考えられ、対アニオン

存在下での立体配座計算が必要 となった。

ここで、驚愕の事実に道遇 した。前例が無

かったのである。幾多のF9_論化学の専門家

達がカチオンの安定性 を一義的に支配する

はずの対アニオンを無視 して、裸のカテオ

ンの計算に終始 し、六員環二級カチオンヘ

の転移は化学では起 こりえないとの結論を
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発表 していたのだ。計算 を専門とする共同

研究者はシンデレラのごとくインドのカンプー

ルから突然やって来た。詳細を省 くが、仮説

は完全に正 しく、対アニオン [TiC140H]~は

直交型14に圧倒的に有利で、15のみを生 じた

実験結果を見事に支持 し、一方 [BF30H]~や

[■F40H]~は平行型カチオン12を大きく安定

化することが明らかになった。ステロイ ド生

合成においても、酵素の空洞内で対アニオン

たるべきGlu及びAsp出来のCOO~が、中間体2

の立体配座を直交型に強制 し、六員環二級

カチオンヘの転移、すなわち3の形成を導い

ているに違いない。またD環 カチオン上でも

同様に、直交型から6を経る6/6/6/6型トリテ

ルペンの生合成が制御され、また平行型を強

制 したとき5を経るステロイ ド型 トリテルペ

ンの生合成が起 こっているに違いないとの

結論を得るに至った。

1,2…水素移動

Nishzawaぅ M`;Tttenaka,H.;Hayashi,Y Jiム ?%

Cんθtt Sοc 1985,Fθ7(2)522-523.

Nishizawa, A/1.; Iwvamoto, Y.; Takao, H.;

Imaga、10,H.i Sughara,■ 0轡 .Lθけけ.2000,2(12)

1685-1687.

N i s t t a 、吊o , M . ; Y a d a 、ろA . ; I I I l a g a w v a , H . ; S u g i h a r a ,

■ 7協/サみθ冴?′ο%五θ材 2 0 0 3 ,争彩( 1 9 ) 3 8 6 7 - 3 8 7 0 .

Nis]宜zalva,MI.;YadaL A.;Iw吊ア邪noto,Y;IIn延 ;a、va,

H.興 ヮけ?4oんθttγο物2004,σ θ(41)9223-9234.
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[長期間派遣援助 !1979年 度]

瞬 きの25年

目立天文台光赤外研究部教授 安 藤 裕 康

山田科学振興財団の派遣援助により滞在

した英国から帰国したのが1981年7月であっ

た。この時点から現在に至る進展や近況など

報告 してほしいと編集子からご要請があっ

た。この種の話はどうしても自1星話になっ

てしまうので割 り引いて聞いて下されば幸

いである。

英国は田舎都市、マンチェスター大学に1年

半滞在 した。東京大学東京天文台 (現・国立

天文台)の助手に採用されて2年が経過 した

頃で、海外での研究に期待がふ くらんだ。

1980年頃の英国は生産性が低 く労働意欲 も

落ち込んでいた。この状況を変革すべ く鉄

の女宰相サッチヤー氏が改革に乗 り出して

いた。マンチェスターでは、太陽の5分振動

が星の固有振動であることを理論的に証明

していたので、その延長として太陽以外の

恒星にも振動があることを示した。

帰国後、恒星の振動を観測的に検出しそ

の性質を調べて恒星の内部構造を明らかに

する仕事に取 り組んだ。恒星のスペク トル

には存在する元素特有の吸収線がある。表面

に振動 (波動)が存在すると光の ドップラー

効果によって吸収線の波長が実験室の波長

位置から青方あるいは赤方に48~移する。これ

を検出するため、特殊なファブリーペロー

分光計を開発 した。2つの平行平面板に光を

通すことで高い波長分解能が得 られる。当

時日本で最大の望遠鏡は岡山に設置された

188cm望遠鏡である。太陽の表面の一部の光

をこの分光計に導き、5分振動を確認 した。

次に北天で一番明るい太陽型の星、プロキ

オンのモニター観測に取 り組んだ。理論的

に太陽より振幅が大 きいと期待されたから

だ。足かけ8年間も観測したが、雑音にうも

れ結局検出できなかった。

これと並行 して、日本でも世界第一級の

望遠鏡 を設置 し

ようとの動 きが

全国規模 でお こ

り、そのプロジ

ェク トの推進 の

中核 メンバー と

して関 わ った。

望遠鏡の規模 に

おいて世界 との

ガ

筆者

差は開くばか りで、最先端の研究から〉取 り

残されるとの危機感が大きかった。「家貧 し

くして孝子いず」と評した先輩がいた。2000

年来 くりかえしてきたことを目の前に見る

思いだったのだろう。ともあれ、回径8mの

すばる望遠鏡を建設することになり、概算

要求作業、設計から建設・稼働の仕事に携わ

り結局20年を要 し、2000年に完成 した。後

半の10年間、私の個人研究はス トップした

ままだった。 しかし、世界一流の望遠鏡に

すべ く幾つかの主要点を担当して納得する

まで計算や実験 をしたことは楽 しかった。

幸いすばる望遠鏡の高い性能は世界でも認

められ、よい成果を出し続けている。

すばる望遠鏡が稼働 し始めた直後、私の

指導 してきた若手研究者や学生が研究を続

け20年前には考えられなかったような高精

度で ドップラーシフトを測る装置を作った。

これを用いて彼 らは日本で初めて巨星に系

外惑星を発見 した。私はこれを用いて15年

前に中断した恒星の振動の観測を始めるベ

く観測申込書を書いている。また、若い人

たちと一緒に昆虫が動 く速度 も測れるよう

な高精度の装置の開発に乗り出した。
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[長期間派遣援助 :1984年 度]

量子生物学をめざした日々

金城学院大学生活環境学部教授 中 )|1節子

山田科学振興財団の援助を得て、ハーバー

ド大学化学部カープラス教授の下に留学 した

のは、もう21年前のことになります。当時、

カープラス研究室は、タンパク質・核酸の分

子動力学シミュレーション研究の発展期に

あ り、 コ ンピュータプログラムCHARMMの

開発 と応用が盛んで した。ポス ドクや大学

院生あわせて20名をこえる大所帯で、研究

の打ち合わせ も予約制、 しかもこちらから

申し出てはじめて成立するという具合で し

た。教授の口癖は、「It is interesting!Jで、

研究は研究者の自由に任せ られていました。

私 自身は北里大学薬学部の助手のまま、留

学 していたわけですが、期間を延長 しても

らい、結局のところ2年4ケ月もカープラス

DF究室に在籍 しました。

帰国後2ケ月で、当時通産省の主導で設立

された (株)賓 白工学研究所に、主任研究員

として着任 しました。タンパク質の解析 に

シミュレーションが利用できることがわか

り、各企業も注目し始めた時期でした①

88年、北里大学に専任討師として戻 りま

したが、この頃が、例
i究

者 としての大 きな

曲が り角だったように思います。女性研究

者にとっての難関は出産育児ですが、当時、

育児休業は制度化 されていない時代でした。

その上、夫は京都に転勤 し、ゼロ歳児 を抱

え、給料功ミベ ビーシツター

代に消えていきました③

90年7月より、ノーベル賞

を受賞 された福井先生が設

立された (財)基 礎化学研究

所で、研究 を継続 させてい

ただ くことにな りま した。

結局6年近 くそこに在籍 し、

その間、公益信託林女性 自

然科学者研究助成基金か ら

フェローシップを受けるこ

ともで きました。研究所 は

京都の高野川のほとりにあ り、静かで、研

究に専念で きる環境で した。この時、新 し

く研究テーマとして選んだのが、分極モデ

ルポテンシャルの開発です。10年先でも生

き残れるテーマであると考え、プログラミ

ングからゼロスター トしました。15年たっ

た現在 も、核酸塩基に関する論文をまとめ

ているところで、どうにか研究生命 を永 ら

えています。

96年、名古屋にある金城学院大学に着任

し、98年 には教授に昇格 しました。授業は

情幸R科目を担当 し、01年度から4年間は、マ

ルチメディアセ ンター長 を兼務 しまし/た。

この時期、学内ネットワークヘの不正侵入

やコンピュータウィルスの発生が頻発 し、

セキュリテイ確保のために次々に手を打つ

必要があ りました①教育研究 とは異なるマ

ネージメント能力が問われる仕事でした。

今年4月に、カープラス先生の75歳の誕生日

をお祝い して、米国でシンポジウムが開催

されました。写真は、その時のレセプション

で撮影 されたものです。カープラスの弟子

のことをカープラシアンと称 しますが、世

界各地からカープラシアンが集いました。

4回 も転職 し、行 き当たりばったりの人生

ですが、朝
1究が続けられているのは、山田

財団をはじめ様々な方々から援助をいただ

いた結果で、大変感訪1している次第です。

今年4月のシンポジウムにて

― 跡 ―一



[長期間派遣援助 :1990年 度]

人間として生きる研究者を感じた米国長期派遣

東京大学大学院理学系研究科教授 赤 坂 甲治

山田科学振興財団の長期間派遣援助 を得

て、1990年6月から1年半余 り、カリフォル

エア大学バークレー校の分子細胞生物学部

門で、共同研究員 として研究に打ち込むこ

とができた。受け入れ先のFred Wilt教授の

研究室には、学位取得後、博士研究員 とし

て勤めるはずであったが、東京大学に助手

として採用 されたため、キャンセル した経

緯があった。その後、広島大学に助教授 と

して移 り、再度のチャンスを待 っていた。

年齢は30代後半になっていたが、援助 して

くださった山田財団に改めて感謝 したい。

卵から成体に至る発生現象は、遺伝子の

発生時期・組織特異的発現調節によって成 し

遂げられる。当時の発生学は、その機構の

解明が大 きな命題だった。mlt研 究室では、

ウエ胚をモデルに骨の形成機構の研究を行っ

てお り、骨マ トリクスタンパク質の新規遺

伝子が次々とクローエングされていた。 日

本の生命科学分野では、ウエは日‖染みが薄

いか もしれない。 しか し、発生における転

写調節・遺伝子ネットヮークの研究では、先

鞭 をつけ、現在 も先端を走つていることを

強調 しておきたい。それは、発生段階が揃っ

た胚が多量に、いつでも得 られ、受精卵ヘ

の遺伝子導入が容易で、遺伝子の機能 と転

写調節領域の解析が短時間で行えるためで

ある。私は骨マ トリクスタンパク質遺伝子

をモデルとして、発現調節機構 を卵 にまで

遡ることが、発生の分子機構の解明につな

がると考えた。幸運にも在米中に、骨細胞

特異的発現を担う配列を決定することに成功

し、研究成果はJBC26920592に掲載された。

米国での研究生活は日本では考えられない

意外な側面 も見せて くれた。教授は日暮れ

前に帰宅する。博士研究員は子供 を託児所

に預けてからラボに来て、やはり日没前に

帰る。皆、芸術への造詣が深 く、穏やかな

人柄にもかかわらず、優れた論文を次々と

公表するのである。アルバイ トで器具洗い

の手伝いに来ていた経済学部の学生が、生

命科学に目覚め、ハーバー ド大学の医学部

生となった。また、高校の社会の教師を辞め

て、遺伝子研究の道 を選んだ女性 もいた。

日本 で は研 究 に

没頭す るのが美

徳 と考 え られ て

いたが、人生 を

楽 しみ、人生 の

岐路 を模索 しな

が ら、成果 をあ

げる生 き方が あ

るこ とを教 わっ

た。 この経験は、

後の学生指導に大きな影響を与えた。

帰国後 もウエをモデルに、遺伝子の転写

調節機構の研究を続け、発生を制御する遺

伝子ネットワークの解明、遺伝子間の仕切

(インス レーター
)、新規核マ トリクスタン

パク質、新規細胞外マ トリクスタンパク質

の発見 と続いた。さらに、ウエで発見 した

新規遺伝子やタンパク質のヒ トホモログを

単離 し、継続性のある遺伝子治療 と有用動植

物作出を目指 した生研機構 (生研センター)

の受託研究、再生医療 を目指 した細胞外マ

トリクスの研究へ とつながっていった。

遺伝子研究が成熟期 を迎えた今、次の標

的の一つは、進化多様性を生み出 したゲノ

ム情報であることは間違いない。これまで

の遺伝子発現調節機構の研究が評価 され、

ゲノム情報 を基盤 とした進化研究を展開す

るために、2004年 に広島大学教授から、東

京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所

(通称三崎臨海実験所)の 所長 として異動 し

た。三崎臨海実験所は多様な動物種が得 ら

れるため、進化研究に最 も適 した場である。

現在、バイオテクに関 しては、民間と共同

することにより継続 し、自身は進化の分子

機構の研究 と、進化研究の拠点形成に主力

をおいている。今後は、同定 された多様な

動物の遺伝子 ライブラリーを作成 し、これ

をゲノムバ ンクとして広 く提供するシステ

ムを構築する予定である。ゲノムバンクは、

日本の貴重なバイオリソースであ り、世界

的にもニーズがある。ゲノムバ ンクができ

れば、フィール ドワークを得意 としない研

究者にも門戸 を開 くことにな り、進化研究

が飛躍的に促進 されると期待 している。今

後 も、山田財回の援助で得 られた経験を元

に、遺伝子科学の発展 と次世代 を担 う人材

育成に貢献 したいと考えている。
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[長期間派遣援助 :1994年 度]

コーネル大学留学の思い出

九州大学先導物質化学研究所教授 吉 澤
一

成

山田科学振興財団の長期派遣援助を受け

て、1994年8月から1年間米国コーネル大学

のロアル ド・ホフマン先生の下へ留学する機

会を得た。ホフマン先生は化学反応の理論

的研究により京都大学の福井謙一先生 とと

もにノーベル化学賞を受賞されている。福

井研究室の新入 り4年生であった私は両先生

の受賞を間近で見る機会に恵まれ、その強

烈な印象は私の人生に大 きな影響 を与える

こととなった。修士 を出てから会社に就職

したが、福井先生の後を継がれた山邊時雄

先生の下で博士課程 に入 り直 した。それが

30歳の時であった。博士課程 を修了 して学

振の特別朝
1究

員を2年務めたが、大学での職

はなく福井先生の (財)基 礎化学朝
i究

所に置

いて頂 くことになった。当時は有機物質の

電導性や磁性の理論的研究を行い、休 日返

上で論文書 きに明け暮れていた。そんな折

りに山邊先生から「ホフマン先生の所に行か

ないかJと のア ドバイスを頂戴 し、さっそく

留学準備に取 り掛かった。幸いにも山田財

団からの援助 を受けることができ、またホ

フマン先生からの支援 もあ り、留学が実現

した。福井先生に留学の挨拶に伺 うと温か

い励ましの言葉を頂いたが、福井門下の者が

ホフマン研 に留学するのだから日本代表の

つもりで頂張らねばと肝に銘 じて渡米 した。

コーネル大学ではこれまでと違う

テーマに取 り組もうと考え、酵素に

よる化学反応の研究をはじめた①生

命活動の基礎となる呼吸、代訪!、神

経伝達、筋収縮、シグナル伝達、生

体防作‖などには遷杉金属を含む酵素

が関与ハしている。これを理論的に研

究しようというわけである①量子化

学では小さな分子を精密に計算する

研究は多くあったが、酵素のような

大規模な系の研究は10年前にはあま

りなかった。はじめにメタンをメタ

ノールに変換する酵素に取 り組むことにし

た。酵素実験の論文を読むことからはじめ

たが、物性関係が専門の自分には書かれて

いることの半分 も理解できなかった。 しか

し自分な りに努力 もし、留学中に研究室に

行かなかったのは3日だけであつた。今から

考 えるとこのテーマはいい選択であった。

この仕事が契機 となり、帰国後はシ トクロ

ムP450をはじめとするい くつかの興味深い

酵素の構造 と反応性の,F究を行 うことがで

きた。また研究の取 り組みや論文における

議論の展開など、ホフマン先生からは多 く

のことを学ぶことができた。

留学後は山選先生の研究室に戻 り、助手、

lllJ教授 を経て、2001年に九州大学有機化学

基礎研
i究センターに移 り独立 した。現在の

テーマはナノスケール物質の電子物性 と酵

素化学反応の理論的研究である。最近の計

算機の高速化により大新!模現実系の高精度

計算は現実化 L″つつあ り、今後は実験研究

者 と同 じ視点に立つ理論研究を展開したい

と考えている。

この夏に米国で開催 された国際生物無機

化学会議 に出席 した機会にコーネル大学を

訪問し、ホフマン先生との再会を果たした。

いつ も変わらぬ温かさと励 ましに満ちた批

評 を頂 き、決意 を新たにした次第である。

最後にこのような貴重な経験 をさせて頂い

た3人卜の恩師と山田財回の支援に改めて御礼

を申し上げたい。

空港まで来て頂いたホフマン先生と (2005年8月)
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[長期間派遣援助 :1996年 度]

オラング滞在の思い出

理化学研F究所主任研究貝 石 橋 幸 治

私が山田科学振興財団の援助を受けて、

平成8年4月から1年4ケ月間オラングのデル

フトエ科大学で研究する機会を得たのは35

歳の時でした。その時、理研の半導体工学

研究室の研究員でした。大学院生の頃、私

が研究テーマとして選んだ、当時始まった

ばか りのメゾスコピック物理という分野で

どんどん新 しい成果を出していたのがデル

フトエ科大学でした。半導体微細加工技術

を主たる研究テーーマとする所属研究室では

私1人がこの研究テーマに取 り組んでお り、

いつかこんなところで研究ができればいい

なと思っていました。昭和63年にポス ドク

として就職 した理研では外国人と一緒に仕

事をやっていたものですから、彼 らを見て

いて言葉のわからない国へ行って研究する

ノウハウのようなものを自分なりに習得 し、

幸い研究では大きな収穫を得ることができ

ました。4年生の卒論生を1人つけてもらい、

たまたまその学生が大学にあるパブでバイ

トをしていたので、時々ただで飲ませてく

れました。そのパブで工作のおじさんと/1W

良くなっていたので、私の実験に必要な器

具の工作などはす く
｀
にやって くれました。

研究は、当時、日本ではほとんど聞くこと

がなかった量子コンピュータの基本デバイ

ス (量子ビット)の基礎実験を半導体量子 ド

ットというもので行うことでした。その頃、

研究室ではある学生が1本のカーボンナノチ

ューブの電気抵抗を測るという仕事をして

いました。今でこそ当た り前の話ですが、

そのころは、あんな細い も

のが本当に狽1れるのかなと

思ってみていました (直径は

1ナノ!!)。 こ れがうまくV っヽ

てカーボンナノチューブ量

子 ドッ トが初めて世 に出ま

した① もちろんその成果は

Natureにのりました①私は半

導体で量子 ドットをやってい

たので、
“
カーボンナノチュ

ーブは半導体 よ りす ごい。

日本 に帰 ったらこれで量子

コンピュータをやろう。
"と

″亡ヽに決めました。オラングでの経験を元に

理研の私の測定装置を改良 し開始 したカー

ボンナノチューブの仕事は、試行錯誤を繰

り返 しなが らも幸いうまくいき、平成15年

からは理研で新 しく極微デバイスエ学研究

室を主宰することになりました (写真)。今、

カーボンナノチューブでスピン型の量子 ビ

ットを作る研究は我々のグループのオリジ

ナルな仕事 となっています。他方、オラン

ダでの生活は最初は大変で したが、とても

充実していまし/た。うちの家族には知的障害

を持った子供がいたのでヨーロッパの福祉

のあ りがたみを実感 しました。いろいろな

サービスを利用できるので、障害者を持っ

ていると得 をしたような気分にもなりまし

た。社会的弱者 に厚 い社会 システムは、

人々の心の余裕の現れなのではないかと思

います。大学ではオランダ人は9時頃から5

時頃まで しか働かず、家族生活を楽 L/むこ

とを大事にしているようで した①私の周 り

の住宅地には年配の人が多いせいか、休 日

には、チューリップの咲 く庭でのんび りと

コーヒーを飲み、静かな生活をしていまし

た①で も、欧州カップなどのサ ッカーの試

合にオラングのテームがでた翌 日は、私の

学生はいつ も二 日酔いで した。あの頃のゆ

った りとした生活を思い出す と、毎 日デス

クワークと電子メールと格闘 している私の

今の生活は何だろうと思うことがあります。

学生と実験結果の議論をする時間が最も楽

しい今 日このごろです。学生の頃から縁の

ある
“
ナノ

"と
これからも関わってゆきたい

と思っています。

最前列中央が筆者
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[事務局より通信]

・江崎玲於奈理事から特別に英文論考をお寄せ頂きました。

当財国のホームページを更新、募集要項をはじめ各種成果報告を掲載しております。ご高覧下さい。

また、ご意見、ご要望がありましたらお寄せ下さい。

日本語  http:〃 www.yamadazaidan.jp/index2 html

英 語   http:〃 www yamadazaidan jp/english/index.html

メールアドレス Office@yamadazaidan.jp

2005年6月、第59回山田コンファレンス (素粒子的天体物理学・宇宙論の地平線の拡大)が東京大学

大学院理学系研究科 佐 藤勝彦評議員を組織委員長として、東京大学の小柴ホールにて開催されま

した。発表内容などは、下記ホームページでご覧になれます。

http://utapen4.physts.u―tokyO.ac.jp/～yamada59/

2005年9月、第2回山田シンポジウム (Key Nttural Molecules III Blological Systems)がサントリー生物

有機科学研究所所長 楠 本正一選考委員を組織委員長として、淡路夢舞台国際会議場にて開催され

ました。発表内容などは、下記ホームページでご覧になれます。

http:〃www,ch wani.osaka―u.ac.jp/info/TPCBM/YS2/YS2.htm

財団法人 止J[ョ禾斗学 振 興 財 団

〒544-8666 大阪市生野区巽西1丁目8番1号

電話 大阪 (06)6758局 3745(代 表)

Fax大 阪 (06)6758局 1244

Yamada Science Foundation

8-l Tatsllm Nishi l― chome, Ikuno― ku

Osaka 544-8666, 」 apan
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