
対話と信頼の相互連関から 

ひらかれる価値創造への歩み
大学の特性である中立性に対する社会からの信頼と、

長い時間軸の中で積み重ねてきた卓越した知があるからこそ、

私たちは解決の難しい様々な課題解決に貢献できます。

また、人類普遍の真理の探究は、大学という場を通して、世代を超えて受け継がれ、発展していきます。

東京大学が担う二つの役割と多様な時間軸に沿って、主な取組について紹介します。

Ⅲ  成果報告
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社会へのインパクト

　安藤忠雄特別栄誉教授が設計した現代建築の一室に設け

られたマルチディスプレイシステム「Liquid Galaxy」。55インチ

サイズのディスプレイを縦使いで7台連結したこの大画面の中

に現れるもう一つの地球（以下、「デジタルアース」）。そこに描

かれた戦争の記憶や震災の記録は、観る者に「データの向こう

側には人が存在している」ことを想起させ、距離的・時間的に離

れたものごとを自分と地続きに感じさせる力で、揺さぶります。

 「パソコンの小さな画面では、ゲームのように感じられて現実

感が乏しくなりがちです。でも、このサイズでみると、本当に目

の前で起きている出来事だと感じられます」と、渡邉英徳情

報学環・学際情報学府教授は、自らは「作品」と呼ぶデジタル

アーカイブ映像を、大画面に描き出すことの意義を説明します。

そして、「ぜひ一人ではなく、複数で観ていただきたい」と続け

ます。感想や発見を語り合い、そこに「対話」が生まれることを

期待しての言葉です。

　デジタルアーカイブとは、文字通りデジタル技術により作成

協働により、ばらばらに存在してきた複数のデジタルアーカイブ

を、仮想空間の「もうひとつの地球」の上で融合することで、よ

り深い知識を提供できるのです。自らを「情報アーキテクト」と

称する渡邉教授の情報デザイン手法には、人々の行動を分析

して空間を作り、建築作品を通じてより良い未来を社会に語り

続けた建築家・小嶋一浩（1958-2016）のもとで学んだ学生

時代の経験が活かされています。

　このようにして創り出されたのが、広島・長崎の被爆体験の

証言や東日本大震災の記録をデジタルアース上に集約して

保存する「デジタルアーカイブズ・シリーズ」（図1）、AIとヒトの

コラボレーションによりモノクロ写真をカラー化し、SNSユーザ

や専門家、ときには当時の様子を知る人々との対話をもとに

されたアーカイブ（貯蔵庫）のこと。保存対象は、博物館や図

書館などの収蔵物から有形・無形の文化・産業資源など多岐

にわたります。デジタルアーカイブの目的は、それらの情報を保

存・蓄積し、データベース技術等を用いて活用していくことです。

さらに渡邉教授は、そこに「多元的デジタルアーカイブズ」とい

う概念を取り入れます。国境や世代を超えた多様な人々との

色を補正しながら、より鮮やかに「過去の記憶」を蘇らす「記憶

の解凍」プロジェクト（図2）、そして、インターネットで結ばれた

世界中の人々との協働により、ウクライナ侵攻による破壊状

況を共有する3Dモデル・マッピングプロジェクト（図3）などから

生まれた「作品」です。2022年8月には、米国・国連本部にお

けるNPT（核兵器不拡散条約）再検討会議の開催に合わせ

て、現地の東京大学ニューヨークオフィスにLiquid Galaxyを

設置し、アーカイブ作品を紹介する「テクノロジーでつながる平

和活動」展を開催しました。被爆者との「対話」の場も設けら

れたこの展覧会は、わずか2日間の開催にも関わらず、国内外

から10件以上のマスメディアの取材を受け、大変な関心を集

めました（図4）。

　渡邉教授は、2022年4月から広報戦略本部副室長も務めて

います。「◯◯年前の今日」に起きた歴史的な出来事と、東京

大学との関係を掘り起こして発信する「#今日は何の日」ツイート

企画は、東京大学のもつ無形の価値を多くの人々に伝えて大

きな反響を呼び、新しい「対話」を次々に生み出しています。

　企業の経営判断や行政の施策決定に用いられるデータ

も、もとは人間が生み出しているものです。渡邉英徳研究室

では、デジタルアーカイブの研究で培った情報デザイン・可視

化の手法を用いて、企業経営や行政での意思決定に貢献

する研究も進めています。例えば物流会社との共同研究で

は、「生きた人」であるドライバーそれぞれにボトムアップな交

通情報を提供するナビゲーションシステムの構築に取り組ん

でいます。また、大手出版社・電子書籍の配信企業と進めて

いる寄付講座では、未来社会における"新たな読書体験"を

提供する「新しい本」の開発・社会実装の研究を、多くの専門

家・学生たちとともに進めています。「未来の社会は若い人の

もの。その人たちが主体となって作り上げられていくことが大

切です」と語る渡邉教授は、この寄付講座と教養学部（前期

課程）学生向けの総合科目を連動させ、若者たちの自由な発

想を引き出しています。

渡邉英徳研究室所属の大学院生によるスタートアップ・株式会社Eukaryaが開発したデジ
タルアース・プラットフォーム『Re:Earth』を用いて、学生たちが自由な発想でコンテンツをつ
くり「新しい本」を提案した作品群。2022年度前期、この科目には理系・文系あわせて約50
名の履修があった。

図4  東京大学ニューヨークオフィスで開催された「テクノロジーでつながる平和活動」展。デ
ジタルアーカイブを触媒にして、被爆者と多様な人々の交歓が生まれた。

Liquid Galaxyに表示されたデジタルアーカイブを説明する渡邉英徳 教授（撮影：中島みゆき）

図3  Satellite Images Map of Ukraine
https://cesium.com/ion/stories/viewer/?id=8be6f99c-0d4c-46ce-91a3-313e3cac62fe
ウクライナの被害状況を伝える衛星画像を収集し、現地の市民が収録した3Dデータなどと
組み合わせてマップ化したもの。

図1  ヒロシマアーカイブ （https://hiroshima.archiving.jp/index_jp.html）
デジタルアースに再現された1945年の広島。地元の高校生が聞き取りした被爆者の顔写真が、被爆した場所にプロットされ、
赤い球が原爆の火球を表現する。俯瞰的な視点から対象にユーザをいざなう「シークエンス」は、建築的な視点でデザインされ
たもの。

図2  カラー化された長崎原爆のきのこ雲の写真。渡邉教
授は、ソーシャルネットワーク上で毎日、その日に起きた過
去の出来事に関連するモノクロ写真をカラー化して紹介し
ている。ユーザとの対話を経て、カラー化写真はバージョ
ンアップし続ける。

国境や世代を超えた多様な人々との協働によって紡がれた多元的デジタルアーカイブズ。情報デザインとアーカイブの方法

論を用いて、最新のテクノロジーによって仮想空間に構築された進化し続ける「記憶の貯蔵庫」は、より良い未来へ向けて、

人々の想いをつなぎます。

情報デザインとアーカイブの方法論
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化は限界に達すると予想されて

いました。では次の半導体に求

められるものは何かと考えた際、

柔らかさを活かした有機半導体

の時代が来るのではという期待

がありました」と染谷教授は語り

ます。曲がるディスプレイなど世

界中で柔らかいトランジスタの研

究がされる中、ある時、染谷教

授は「大面積かつ曲がる特徴は

まさに人間の皮膚の特徴そのものだ」と気付きます。カメラな

ど代替品がある視覚や聴覚と異なり、皮膚感覚には代わりが

ありません。その実現に向けたプロジェクトが始まりました。

　これまで染谷教授の研究チームが開発してきた有機デバイ

スは四つの世代に分けることができます。一番初めは下敷き

のようにしなるセンサーをロボットの表面につけ、ロボット用の

皮膚になるもの。第2世代が伸び縮みして皮膚に貼れるよう

になったもの。この人工皮膚はアメリカ『TIME』紙の表紙に

もなり、2005年のinvention of the yearとして特集され、広

く知られるようになりました。さらに第3世代ではそれを世界最

薄1マイクロメートル厚の高分子基材上に作ることによって、

複雑な表面上でも貼り付けが可能になり、機械から人へと対

象が移行しました。第4世代では、生体を長期間測定するた

めに、フィルムに通気性を持たせ生体と親和性のあるデバイ

スを開発しました。一週間続けて貼っても蒸れや炎症などのリ

スクが低減されることが実証され、安心して皮膚に貼り付けて

計測ができるようになりました。今後はさらに期間を延ばし、心

電、体温、脈以外の計測も可能にし、複合的に解析すること

を目指します。

　一方で、「どんな技術でも良い面・悪い面があるので、我々

は技術の持っている性能と、社会的な受容性について注意

深く考察し、社会との対話の中でコンセンサスを得ながらうま

く使っていく必要があります」と染谷教授は語ります。半導体

を皮膚に着けるということは身体への侵襲度が低くても、サイ

ボーグのように人体と機械が一体化していくような世界。本来

人間が持っているパフォーマンスを超えたサポートを機械がす

る可能性もあります。倫理面や社会的コンセンサスに十分に

配慮しながら、例えば老化によって衰えた身体機能を機器の

サポートで健康な状態と同じような状態まで回復できる可能性

もあるので、メリット・デメリットを理解した上で使っていくことが

重要になります。

 「束縛条件をなくすことにより装着時の負荷を軽減し、人間の

活動を阻害せず長期間正確なデータを計測できるデバイスを

開発するというのが我々の研究です」と語る染谷教授。個人

差が大きい人間の体調に踏み込み、人の健康寿命を延伸す

ることを目指してデバイスの開発を続けています。

　皮膚に直接貼り付けるデバイスはまだ実用化されておらず、

安全性を確認する基礎研究の段階ですが、人体にセンサーを

貼り付けると、動いてもずれず、正確かつ長期的に人の生体

の情報を計測できることが分かりました。

　そこから研究室発のスタートアップとして、服に直接つける

伸び縮みセンサーの商品化に成功しています。例えば、その服

を着るだけで3誘導の心電が計測できるもの。服の適切な場

所にセンサーが縫い付けられているからで、患者は、自宅に届

いた服を装着し、心電を計測して医師に返すだけ。宅配便で

行える心電計測が可能になりました。患者は病院に行かずに

医療サービスを受けられ、待ち時間なく必要な時に必要な分だ

け検査することができるようになっています。

　今後、心拍数、心電、呼吸、脈、血中酸素濃度などのバイ

タルサインをウェアラブルなデバイスで計測することが普及す

れば、医療の面ではもちろんのこと、スポーツ分野などでも活

用されることが期待できます。

社会へのインパクト

工学系研究科
染谷隆夫 教授

「医学分野」と「工学分野」が垣根を越えてコラボし、より高度な医療環境の実現に貢献するのが、医工連携研究（医工学）

です。薄くて軽くて曲げても壊れず叩いても壊れない、非常に耐久性に優れた「皮膚に貼り付けられる新しいデバイス」が、

未来の医療に革命を引き起こす様を紹介します。

医工連携研究 皮膚に貼れるウェアラブルデバイス

　工学系研究科長を務める染谷隆夫教授の研究チームは

これまで一貫して、皮膚に貼れるほど柔らかく、ウェアラブルな

大面積有機電子デバイスの研究・開発を続けてきました。有

機デバイスは薄く軽くて、曲げても壊れない、柔らかくて非常に

耐久性に優れた新しいデバイスとして期待が高まっています。

染谷教授は生体とエレクトロニクスを調和・融合させ、医療へ

と応用していくことを目指しており、これまでに世界最軽量かつ

最薄の柔らかい集積回路や発光素子、有機太陽電池の開発

に成功しています。

 「半導体研究のメインストリームはシリコンでしたが、その微細

第4世代のデバイスには通気性を持たせているため、貼り続けても長期間生体の情報を計
測可能になった。

患者自ら装着可能な着衣型心電計測システム。あらかじめ電極位置を正確に設定している
ため、服を着るだけで3誘導の心電が計測できる。

第2世代の有機デバイス。伸び縮みして皮膚に貼れるようになり、世界に広く知られるようになった。

© 2022 Xenoma Inc.
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や研究分野を、稲見教授は「人

間拡張工学」と呼び、様々な装

置を開発しています。例えば、足

を使うことで阿修羅像のように

第3、第4の腕を操ることができ

る装置である「MetaL imbs」。

離れた場所の人と二人羽織が

できる「Fusion」は、ロボットアー

ムをVRで遠隔操作できるシステ

ムで、共同作業をしたり、手首を

掴んで動きをコントロールすることで離れたところから楽器やス

ポーツを教えることができます。

　このようなデバイスを用いて身体拡張することにより、道具

身体だけではなく人間の心理面に、どのような影響が生じるの

でしょうか。「人間拡張の技術に対し、初めて体験された方は

皆、まず驚き、その後は笑顔になります。『できる』が増えると、

人はうれしくなるようにできているようで、たとえ新しい身体で

あっても、それを動かせること自体が楽しいと思えるのです」と

稲見教授は語ります。

　一方、デバイスにより新しい身体部位を拡張した後に、それ

を外しても元に戻れず、不可逆的な変化が起きる可能性も想

定されます。例えば自転車を身体拡張の一例と捉えたとき、一

度自転車に乗れるようになると、乗れなくなるようにすることは

とても困難です。さらに、テクノロジーの役割は行動の可能性

を広げることなので、悪いことができる可能性を広げてしまうこ

とも考えられます。テクノロジーの導入にネガティブな影響も想

定しておくべきと、研究者としての責任を問う稲見教授は、実

際に、メタバースをトライアルが可能な実験室として使い、技

術が現実の世界に登場する前に、悪影響の可能性を発見で

きる場を作ろうとしています。

 「皆さんが技術の力を使えば、昨日できないことが今日できるよ

うになり、今日できないことも明日はできるようになるかもしれま

せん。そう信じることができるなら、未来に対してポジティブにな

れるのではないかと思っています」と自らの研究の意義を語る

稲見教授。「できる」を増やし、身体の自在化、さらには心の自

在化を求めて研究を続けています。

以上に自分の身体と思えるものができた際、私たちはその機能

を学習し、最適な拡張度合いを見出し、限界点を探ります。そ

のような新しい身体性と、それを制御する脳の関係性を情報

学的なアプローチを使いながらモデル化し、「身体情報学」と

いうサイエンスとして明らかにすることを稲見教授は目指してい

ます。

　ではこのようなデバイスで、人間が何かを新たに知覚した際、

　身体自在化のための技術や装置を開発することによる工学

的なインパクト、さらにそれが身体や脳にどのような影響を及ぼ

し、どのような関係を持つのかを明らかにするサイエンスとして

のインパクトが期待されます。稲見教授はさらにサイエンスと社

会をつなげる文化的な側面でも貢献をしたいと述べ、その背景

には自身が大きく影響を受けてきたSFの存在があると言いま

す。「良いSFは95パーセントのリアルと5パーセントのフィクショ

ンから成ると言われていますが、私たち研究者の仕事は、その

5パーセントをリアルにする方法論を考えることです」と語る稲

見教授。実際に「光学迷彩」の技術を使った透明なマントを開

発し、それが著名な漫画で取り入れられるなど、既に文化面へ

の影響も与え始めています。

社会へのインパクト

先端科学技術研究センター
稲見昌彦 教授

「人間がやりたい作業」を、機械やコンピュータを駆使して、より心のままに行えるようになる。高度情報化社会にふさわしい

身体像を求め、さまざまな技術を駆使して人間本来の能力を飛躍的に高める研究が人間拡張工学です。「身体の自在化」、

「心の自在化」を求め、誰もが活躍できる社会の創出を目指します。

人間拡張工学による身体の自在化支援

　先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授は、機械によ

る「自動化」と並立する概念として、身体の「自在化」を提唱し、

さまざまな技術を駆使して人間の能力を高める研究を続けてい

ます。

　身体の「自在化」を稲見教授は次のように定義します。「例

えばただ遠くへ行くという目的を果たすためならば、自動運転

の車で十分です。しかしそれだけでは、車を自分の身体のよう

に操ってみたいとか、うまく走れた感覚を体験してみたいとか、

そういう部分は失われてしまう。そこで、まるで自分の体を動か

すように自由自在にやりたいことを助けてくれる技術体系もあ

るべきと『自動化』に対比・並立する言葉として『自在化』とい

う言葉を用いて、研究を始めました」

　その「自在化」を実現するための人間の能力を高める技術

 ［Fusion］   提供 ： 東京大学 稲見・門内研究室&KEIO MEDIA DESIGN
遠隔操作により、離れた場所の人と二人羽織ができる。二人羽織している人とされている人の親密感が高まるため、コミュニケーションメディアでもあるという。

 ［光学迷彩マント］  撮影： Ken Straiton
入射した光を漏らさず真っ直ぐ返す再帰性反射材を使って透明になるマントを開発。SNS上
の東京大学公式アカウントで紹介されると話題を呼び、アカウント史上最大のヒットとなった。

 ［MetaLimbs］  提供  ： 東京大学 稲見・門内研究室&KEIO MEDIA DESIGN
足を使うことで阿修羅像のように第3、第4の腕を操ることができる装置。より使いやすく、身
体化しやすい装置の開発が続けられている。
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二つの附属病院におけるがんへの挑戦①

学術的知見の蓄積による

がんゲノム医療の高度化

院内完結型の最大のメリットは、自ら確認しておきたいデータを直接見て、検証することができるこ

とにあります。外注で得られる規定のレポート記載内容の範囲以外にも、参考所見として実際の

解析データからきめ細かく情報を得ることができる、さらに、院内の臨床情報や生体試料（腫瘍組

織など）と連結可能であるため、学術的に極めて価値が高い情報の蓄積に繋がり、研究の促進

やゲノム医療の発展に寄与します。

ゲノム解析技術の

臨床実装の推進

将来的には、本院だけでなく、がんゲノム医療中核拠点病院を中心に同じような院内完結型の

体制をもつことが理想であると考えています。本院の経験やノウハウを他機関と共有したり、共同

実施したりすることを通して、国内のゲノム医療の人材育成にも貢献していきます。

機能拡張

短期

近年、遺伝子情報に基づくがんの個別化治療により、治療の幅がこれまで以上に広がっています。医学部附属病院では、

がんの専門的かつ先端的な診療としてがんゲノム医療にも力を入れており、このたび、遺伝子のプロファイリング検査を外

注メインから病院内で完結できるようにしました。がんゲノム医療の加速化に貢献します。

医学部附属病院──院内完結型がんゲノムプロファイリング検査

　2022年7月、東京大学医学部附属病院は、国内の医療機

関で初となる、院内完結型の保険収載がんゲノムプロファイリ

ング検査（右頁参照）の実施体制を構築しました。日本におい

ては、2019年にがんゲノムプロファイリング検査が保険適用

となり、指定された医療機関において検査を実施する体制と

なっています。現在までに4万人を超える患者に対して保険診

療としてがんゲノムプロファイリング検査が行われていますが、

ゲノム解析の工程については、全ての検査が海外の検査機

関もしくは国内の限られた検査機関に外注して行われてきまし

た。そのため、病院の現場で治療方針を決めるエキスパートパ

ネル（専門家会議）は、検査機関が出した解析レポートの結果

にしかアクセスできず、生データを確認することができないため、

データに関する様々な疑問点が解決されないジレンマがありま

した。今後は、各地の医療機関が自前でゲノム解析検査を行

う形が望まれます。医学部附属病院はその先鞭をつけたとい

うことになります。

　今回、医学部附属病院では、検査室にゲノム解析の設備

である次世代シークエンサー（以下「NGS」）を導入し、検査実

施に関して国際的な第三者認定（ ISO 15189）を受けたこと

で、このゲノム解析を含め、全て院内で実施できる体制を整え

ました。これにより、自ら検体のチェックからシークエンス解析ま

で、一連のプロセスを院内で統括することで、エキスパートパネ

ルの議論を深め、より患者への還元につなげることが可能とな

りました。既に医療の現場で治療にも適用されています。ゲノ

ム診療部長の織田克利教授は「今後、日本においてゲノム医

療を安定的に提供していくためには、がんゲノム医療中核拠

点病院の指定を受ける東京大学医学部附属病院が、国内の

ゲノム医療をリードしていけるよう、院内検査室体制を整備す

ることが必要と考えました」と話します。

　体制構築を可能にしたのは、ハイレベルな検査部のスタッ

フたちによる尽力です。彼らは通常の検査項目のみならずゲ

ノム解析にも精通しています。一般的な血液検査等を行って

いる病院の検査室にNGSを設置し、元からの病院検査スタッ

フが対応しているのです。「欧米では当たり前のことですが、

NGSを病院の検査部門で使い、実臨床に還元できているの

は、国内では本院だけです。検査部長として、先端的な検査

室運営を行いたいと以前より考えていたところ、検査部のス

タッフが前向きに取り組んでくれた結果です」と矢冨裕教授は

話します。

　こうした保険診療のゲノムプロファイリング検査の院内実

施だけでなく、独自にTodai OncoPanel（トウダイ オンコパネ

ル）検査を開発し、自由診療で患者に提供しています。Todai 

OncoPanelはDNAパネルのみでなくRNAパネルも搭載した

多機能型のがんゲノムプロファイリング検査であり、DNAと

RNAの両方を調べることで、DNAパネルのみで分からない融

合遺伝子など、非常に詳細な情報を得ることができます。これ

までに500例以上を解析した実績があり、保険診療という軸に

なる検査と、東京大学ならではの先駆的なゲノム検査とを組

み合わせることで、より高度ながんゲノム医療の提供に努めて

います。こうした画期的な取組は他の医療機関からも注目を集

めており、今後は、他院からの検査の受託を開始し、保険診

療のがんゲノムプロファイリング検査の提供体制を拡充するた

めのロールモデルとして、診療・教育・人材育成・研究への貢

献を目指します。

 ［がんと遺伝子］
　がんは遺伝子の異常がもとで起こる病気ということが分かっ

ています。これまでの研究で、異常を起こしやすい遺伝子が特

定されてきており、また、遺伝子異常の種類によって、がん細胞

の特徴や治療薬の効果が異なることも明らかにされています。

 ［がんゲノム医療］
　近年、同じ種類の遺伝子異常があれば、違う臓器で認められ

ている治療薬の効果が期待できることが分かってきており、臓

器ごとではなく、がんの原因となる遺伝子異常ごとに薬剤を選

択できるようになることが期待されています。このように遺伝子

異常の情報に基づいた治療を「がんゲノム医療」と言います。

 ［がんゲノムプロファイリング検査］
　がんと関係する遺伝子は数百種類以上あると言われてい

ますが、これまでの保険適用で認められている遺伝子検査で

は、あらかじめ狙いを定めた遺伝子異常を一つ一つ検査する

方法であるため、時間がかかり、また検査できる遺伝子異常

の数も限られていました。現在、がんゲノム医療において、検

査結果を活用して実際に治療に到達できるのは1割弱と言わ

れています。新しい遺伝子検査である「がんゲノムプロファイ

リング検査」では、1回の検査で数十～数百種類の遺伝子を

調べることができるため、遺伝子異常の検出率が上がり、自

分のがんにあった治療薬が見つかる可能性が高まることが

期待できます。

院内完結型がんゲノムプロファイリングの検査実施体制

医学部附属病院検査部
矢冨裕 部長／教授

医学部附属病院ゲノム診療部
織田克利 部長／教授

がんゲノムプロファイリング検査とは

社会へのインパクト

ゲノム診療部

クラウド環境

院内診療科

連携病院

病理部

エキスパートパネル

遺伝子検査室

FFPE 血液検体
検査依頼

解析プログラム

※医療機関向けクラウドサービス利用
　セキュリティリファレンスに準拠

生データ
解析データ
IVDレポート

測定データ（BCL）

導入コストや
サーバー専用室が不要

シークエンシング
核酸抽出
ライブラリー調整

IGV目視確認
レポート確定
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第Ⅲフェーズ第Ⅱフェーズ第Ⅰフェーズ

高度な抗がん剤

治療の提供

日本人の2人に1人ががんになると言われており、これはつまり、半分の人が人生のうち1回は抗が

ん剤治療を受けるかもしれないということです。抗がん剤専門医と消化器の専門医が連携し、最

も重要な疾患の1つであるがんの診療に注力します。他大学・病院のモデルとなるようなチーム構

築を目指します。

不足する専門医の育成

高いポテンシャルを持つ研修医たちが、専門的に抗がん剤治療を学び、実践する拠点となること

で、抗がん剤治療専門医を輩出します。将来的には、がん医療の発展に貢献できるような人材育

成を目指します。

がん治療における

国際的プレゼンスの向上

国際的な臨床試験や臨床研究に声がかかる日本の医師の数はまだまだ限られています。診療と

研究の実績を増やし、世界全体の抗がん剤治療の発展に貢献します。

高齢化社会で、がんは誰にでも起こりうる身近な病気です。そして、「手術、放射線、化学療法」は、がんの三大治療法です。

昨年医科学研究所附属病院を含めて、東京大学に初めて固形がんの化学療法を専門とする診療科が設立されました。な

ぜ現在の医療で化学療法専門医が必要なのか、朴成和診療科長に伺いました。

医科学研究所附属病院──東京大学初の腫瘍専門科開設

　東京大学医科学研究所附属病院（以下「医科研病院」）は、

1894年に伝染病研究所の附属病院として、当時脅威であっ

た感染症の研究と治療をつなぐための医療機関として設立さ

れました。125年という長い歴史をもつ医科研病院は、現在、

国内唯一の国立大学附置研究所附属病院でもあります。現

在も、設立当時の使命を受け継ぎ、難しい病気に対する画期

的な診断や治療法を開発し、実際の医療につなげることを使

命としています。

　この医科研病院に、2021年7月1日、腫瘍・総合内科が新

設されました。これは固形がん（血液のがん以外）の化学療法、

いわゆる抗がん剤治療を専門的に行う腫瘍内科です。がんの

診療にこれまで以上に注力するとともに、従来の総合内科の

機能を併せ持つことで、消化器疾患などの複数の診療科の

専門家と協力して、副作用・合併症への対応や患者の生活を

大切にした治療を提供していきます。

　腫瘍内科新設の背景には、日本の医療において、腫瘍内

科の歴史が浅く、抗がん剤治療の専門医を育成する機関が

少ないという課題があります。今、日本人の2人に1人ががん

になるという状況の中で、抗がん剤治療の専門医は日本に約

1,000人程度と言われています。診療科長を務める朴成和教

授は、「実は医学生の間は、抗がん剤治療について学ぶ優先

度は高くありません。研修医として実際に医療の現場に出たと

きに、がん患者の数の多さに驚きます。そこで初めて抗がん剤

治療のニーズの高さに気付くのですが、抗がん剤治療を専門

的に勉強できる場所がないのです。世界的にも、抗がん剤治

療は日々進歩していますが、日本のプレゼンスは高くありません。

我々はプロフェショナルとしての専門医を育てたい。まずは東

京大学が人材輩出のモデルとなり、日本の抗がん剤治療の

発展に貢献したいと考えています」と語ります。

　腫瘍・総合内科では、既に確立された治療法の最適化だけ

ではなく、新たな治療の臨床研究にも取り組みます。その一つ

が、ポストゲノム時代を視野にいれた、プロテオーム解析など

の新たな診断技術を用いた治

療法です。がんは遺伝子（人体

の設計図）の異常によって引き

起こされますが、実際には、この

設計図の情報に基づいてタンパ

ク質が生成され、そのタンパク

質ががん細胞の内外で働くため、

ゲノムだけではなくタンパク質を

調べるプロテオーム解析も必要

となります。がんの増殖は、その

信号を伝達する物質（リン酸化）が受け渡されることで生じます

が、この伝達経路を特定し、抗がん剤を使って伝達を止めるこ

とで、がんの増殖を抑える治療を行います。発がん過程がシン

プルな場合は、一つの経路を特定できれば、ゲノム治療で効

果的な治療ができますが、消化器のがんは、発がん過程が多

段階で、複雑な経路を持つため、多数の増殖経路の一つ一

つを順番に断っていく必要があります。「がんも細胞ですから、

最初の経路を断てば、生き延びるために第2、第3の道を探し

ます。そこで、抗がん剤投与後の相手の出方に応じて戦略を

立てる。詰将棋のような治療法を確立していくことが私たちの

目標です」と朴教授は語ります。

　このたび東京大学医学部附属病院では、2022年12月に、

腫瘍センターを新設します。朴教授がセンター長を併任し、附

属病院における抗がん剤治療の集約化することで、より高度

な治療を提供することを目指しています。医学部附属病院の

各診療科の医師や看護師と連携し、化学療法の患者を対象

に診療システムを構築していきます。
※この取材は2022年10月に行いました。

腫瘍・総合内科 
朴成和 診療科長／教授 

詰将棋のような治療（Adaptive Precision Medicine）

二つの附属病院におけるがんへの挑戦②

腫瘍センターの新設

社会へのインパクト

腫瘍センター構想

医師だけでなく、看護師や薬

剤師、栄養士など様々な専門

家が参画し、抗がん剤治療を

効率的に且つ安全に行う体

制を構築します。

患者の検体血液検体や組

織検体のバンキングやデータ

ベースの構築により、得られた

情報を研究に活用します。

左記Ⅰ診療とⅡ研究の両面で

の人材育成及び研修を実施

し、抗がん剤治療を学びたい

医学生や研修医の受け皿に

なります。

チーム編成 研究基盤の構築
抗がん剤専門医の
人材育成拠点へ

 腫瘍センターの概要

※センター長、副センター長、
　病棟看護師、病棟薬剤師等を配置

※実施診療科から
　医師の人員支援

コロナB9病棟での経験を生かしたスキーム
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培養肉とは、動物から採取した細胞を人工培養により増やし、組織形成することにより作られる、新しい食肉です。まさに無

から有を生み出す、細胞を使った究極のものづくり。食肉1.0（狩猟文化）、食肉2.0（家畜文化）につぐ、食肉3.0の時代が

未来の食卓に革命を起こします。

食肉3.0時代の到来「培養肉研究」

環境保護
培養肉が実用化された場合、牛肉と比べて、必要なエネルギー量は5割減、温室効果ガス・水は9割減、
土地は100分の1になると言われています。

食料危機の解決
気候変動に左右されない生産が可能になります。また、輸入に頼らずに地産地消ができるため、食料安
全保障の観点でもメリットがあります。

安全性
無菌状態で培養できるため、大腸菌等の汚染リスクが少なく、生食や、常温保存も可能になるかもしれま
せん。さらに、鳥インフルエンザや豚熱といった人獣共通感染症、また、それを防ぐために家畜に投与され
る抗生物質が引き起こす耐性菌の問題への懸念がありません。

フードロスの解決
世界全体で、牛換算にすると年間約7,500万頭分の牛肉が食べられずに捨てられている現状があります。
牛を育てるのには2～3年かかりますが、培養肉は1～2ヶ月のスパンで生産できるため、社会情勢の変化
等に応じて、生産量をコントロールしやすくなります。

動物福祉
現在の畜産の課題として、動物の命が奪われることだけではなく、飼育方法についても、効率最適化が重
視され、動物の快適性が二の次になっている問題があります。培養肉は少量の細胞から作製できるため、
食肉のために犠牲になる動物を減らすことができます。

培養肉の製造プロセス

社会へのインパクト

　2022年3月、情報理工学研究科の竹内昌治教授と日清食

品ホールディングスの研究グループは、産学連携の培養肉研

究において日本で初めて、食用可能な培養肉の作製に成功

しました。人口増加や人々のライフスタイルの変化により、地

球規模で将来的に食肉消費量の増加が見込まれている近年、

食肉の供給不足や、畜産による環境負荷への懸念が高まる

中、食肉の新たな選択肢の一つとして注目を集めているのが、

培養肉です。畜肉の細胞を体外で組織培養することによって

作る培養肉は、家畜を飼育するのと比べて省スペース・省資

源で生産でき、さらには厳密な衛生管理が可能になるといった

利点があることから、環境保護や食料の安定供給だけでなく、

食中毒の発生抑制や動物福祉も含めた様々な世界的課題を

解決できるのではないかと期待されています。

　ミンチ状の培養肉は、既に実用化されている国もありますが、

厚みのあるステーキ状となると、作製に高い技術力が必要で、

まだ誰も実現できていません。その前人未到の壁に挑むのが、

竹内教授です。機械工学の「ものづくり」を研究する中で、鉄

やプラスチック等の人工物ではなく生物を素材にした「いきも

のづくり」も研究するようになった竹内教授が、技術の応用先

として培養肉の作製を思いつき、企業に声をかけ始めたのは、

2008年頃のこと。当時は、その先進性から、なかなか企業側

究を前に進めてくれているのだと思います」と、竹内教授は語り

ます。

　研究グループは、2025年までに、100g台の「培養ステーキ

肉」を作成する技術の確立を目指しています。分厚い肉を作る

ためには、組織の中までどのように養分を供給し続けるか、そ

して、その実験系をどう組み上げるか等、クリアしなければいけ

ない課題は多くあります。また、培養だけで牛肉本来の味を出

すには何が必要なのかを突き止めるのも、基礎研究の面白さ。

からの理解が得られませんでした

が、日清食品ホールディングスと

の出会いにより、「培養ステーキ

肉」の実用化を目指した共同研

究が2017年度から始まりました。

その後、研究グループは、2019

年に世界で初めて、牛肉由来の

筋細胞を用いたサイコロステー

キ状（1cm×0 .8cm×0 .7cm、

重さは約1g）の培養肉の作製に

成功しています。

　ただ、これまでの培養肉は、牛

肉由来の筋細胞と、食用ではない研究用素材で作られてい

たため、味や食感については、機器による分析はできても、実

際に食べて確認することはできませんでした。今回、独自開

発した食用可能な素材のみで作製できるようになったこと、ま

た、東京大学の倫理審査専門委員会より、培養肉を試食して

評価する実験の実施について承認を受けたことで、「素材」と

「制度」の2つの課題を遂にクリアし、「食べられる培養肉」が

できたのです。「新しい研究や新しい試みに対して、様々な分

野の人がそれを支えるという東京大学の風土が、このような研

2022年3月の初めての試食会での竹内教授の感想は「歯ご

たえは割とあり、噛んでも口の中に残るくらい。ただ、牛肉その

ものの味はまだ出ていなかった」とのこと。研究室では、定期

的に試食を重ねながら、「体内でできる肉が、体外ではどう作

り込めば、体内と同じようになるのか」という大きなクエスチョン

に迫る研究を続けています。本物の牛肉のように美味しい、サ

ステナブルな「培養肉ステーキ」が私たちの食卓に並ぶ未来

は、そう遠くないかもしれません。

情報理工学系研究科 
竹内昌治 教授
「（東大には）出る杭は打つのではな
く、皆で支えようという文化がある」

湯せん調理後の「食べられる培養肉」。食用色素で赤色に着色することで、見た目は既に本物の牛肉のようです。

出来上がったサイコロステーキ状
の培養肉

出来上がった細胞のシート（筋芽
細胞モジュール）を積み重ねる

培養液を交換しながら7日間培養
を続け、組織の中で細胞を成長
させる

培養した牛の筋細胞とコラーゲン
ゲルを混ぜたものを型に流し込む

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
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人工知能（AI）の判断は、本当に客観的で公平で正しいのだろうか。AIが社会に貢献する存在となるには、技術だけでなく、

AIモデルに混在する「無意識のバイアス（偏見）」の克服が必要です。アカデミアの中立性という特性が、「対話の場」を通

して、AIと社会の問題解決に貢献します。

責任あるAIの実現に向けて

社会へのインパクト

　私たちの生活は、人工知能（以下「AI」）によって便利に

なっている一方、AIが使われることで逆に不利益を被ることも

あります。世界では、顔認証システムの誤判断による黒人男

性の誤認逮捕が起きたり、女性を低く評価する採用判定AIが

物議を醸し、開発が中止されたりと、AIが社会の差別や偏見

を再生産してしまう問題が起きています。未来ビジョン研究セ

ンターの江間有沙准教授は、著作『絵と図でわかる AIと社会 

――未来をひらく技術とのかかわり方』（2021年）において、そ

の原因を、①データの偏り、②アルゴリズムの問題、③設計者

の偏り、④社会の偏り、の4つだと述べています。設計者がこ

の4つの問題に気付きさえすれば、学習データやアルゴリズム

を修正する等、技術的に解決できる可能性がありますが、そも

そも社会に内在する偏りの存在自体に気が付くことが難しい

のが現状です。

　悪意や意図ではなく、自分の考え方の偏りに気が付かない

ゆえの「無意識のバイアス」の克服には、AI開発の上流から

様々なステークホルダーを巻き込んで議論をすることが重要

だと、江間准教授は考えています。2017年に開催された、市

民参加型の対話イベント「人工知能社会のあるべき姿を求め

て」では、情報系だけでなく法学、哲学・倫理学、社会学の研

究者、そして、弁護士や新聞記者、囲碁棋士等、多様な背景

をもつ登壇者と、集まった市民の方々とで、「AIは人間を幸福

にするか」等の議論が行われました。江間准教授は、「AIの社

会的課題の分野は、競争領域ではなく協調領域だと思います。

常に中立性が問われる大学が開催するからこそ、様々な分野

の人が協力してくださるのです」と指摘します。そして、アカデミ

アならではの強みはもう一つ。このイベントでは、東京大学の

学生やその友人の他大生が、企画・準備から、当日のファシリ

テータ・記録係、報告書の作成まで携わりました。新しいもの

に問題意識や熱意を持って取り組む学生の存在が、イベント

を成功に導いたのです。

　2020年に設立された、「人間中心」の考えに基づく責任あ

るAIの開発・利用の実現を

目指すGlobal Partnership 

on AI（GPAI）は、OECD等

が事務局を務める国際的な

ネットワーク組織ですが、こ

こでも学生たちが主体的

な役割を果たしています。4

つある分科会のうち、「仕事の未来」のワーキンググループで

は、昨年度、AIと働き方に関する事例調査として、東京大学と

同志社大学の学生が、企業や自治体におけるAI利活用の目

的や課題についてインタビューを実施しました。その根底には、

未来の仕事の担い手である学生の意見を抜きに進めていくこ

とは問題の本質を捉えない、という課題意識があったからです。

学生自らが調査を行うのは、学生も、サポートする教員も大変

ですが、「そこには労力も予算もかける意義があります。この

ような取組が、今まで声を上げられなかった人や、声が届かな

かった人々の意見も取り入れる仕組みを作っていくことに繋が

ると考えています」と、江間准教授は、「当事者」が議論に参

加すること、かつ「当事者」の声を意思決定に反映させること

の重要性を強調します。

　対話の場づくりに力を入れてきた江間准教授が、次に計画し

ているのは、「安心して炎上できる場」。最近は、製品やサービ

スが世に出た時、賛否両論がSNS上で一気に拡散されて炎上

し、サービスの提供自体が中止に追い込まれることがよくありま

す。そのような残念な事態を防ぐため、例えば、新商品やサービ

スについて、多様性や公平性といった観点から見落とされがち

な論点を、倫理、法、社会、技術等の様々な観点から予防的に

議論できる場を、大学内に作る構想です。そして、「安心して炎

上できる場所の一つに、私自身もなれたらと思います」と語る江

間准教授。「気軽に話ができる距離感にいながら、自分とは少

し異なる価値観を持つ存在」として、日々、AIと社会の問題で

壁に直面した人々からの相談を受け止めています。

　AIを用いたサービスや製品の社会実装が拡大する中、AI

の信頼性や透明性の確保のため、国や企業によって原則や

ガイドラインが策定されていますが、その原則を実践に落とし

込んでいく方法として、未来ビジョン研究センター技術ガバナ

ンス研究ユニットのAIガバナンスプロジェクト研究グループが

開発したのが、「リスクチェーンモデル（Risk Chain Model: 

RCModel）」です。RCModelは、クリエイティ

ブ・コモンズ・ライセンスの下で、誰でも自由に

利用できるよう、同センターのウェブサイトで公

開されています。
https://ifi.u-tokyo.ac.jp/projects/ai-service-and-risk-coordination/

　採用AIや、無人コンビニ等、11種類のケース事例について、

想定されるリスクシナリオごとに、リスクチェーン（リスク要因の

関係性）と、リスクコントロールのために各関係者（AIシステム

開発者、サービスプロバイダー、ユーザー）が取るべき対策が

提案されています。「このRCModelを回答として思考停止を

するのではなく、あくまでこれをヒントとして、自分たちで改めて

関係者を集めて議論をしていただけると非常に嬉しいです」と

江間准教授。開発者だけでなくサービスの提供者や利用者も

一緒に、「社会的に実現したい価値は何か」をスタート地点と

して、リスクを洗い出し、そのリスクを最小限にする方法を考え

ることが重要です。

採用AIの公平性のリスク（特定の国／地域／人種／性別／年齢に対して不公平な予測結果を生じさせる）について、リスクチェーンを引いた例。

出典：人工知能社会のあるべき姿を求めて─人工知能・ロボットについて語る参加型対話イベント─　https://ai-dialogue.mystrikingly.com/
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①データの偏りを見直す

②特徴量の重要性を見直す

⑥期待精度・利用範囲の認識

⑦人事における最終決定プロセス

⑧適切な合否判断を実施

⑤判断傾向についての合意

③公平性の留意点を踏まえ、
　モデルの判断傾向に問題が
　ないことを確かめる

④データ不足などの理由で
　ネガティブな判断を除けない
　対象を明確にする

「人工知能社会のあるべき姿を求めて」の議論の様子。初対面の参加者同士の対話が円
滑に進むよう、学生のファシリテータと記録係が各テーブルにつきます。

「グラフィックカタリスト・ビオトープ」のグラフィックファシリテータが作成した、議論のまとめの
一部。

未来ビジョン研究センター
江間有沙 准教授
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気候変動を含む様々な地球観測データを統合し、防災、エネルギー、農業等、様々な分野
の社会的課題を解決する共通基盤技術として活用されています。

系や人間社会にどう影響し、それに対して人間社会がどう応

答するかという複合的な問題ですから、その解決には工学、人

文・社会科学など、自然科学を超えたあらゆる分野との連携・

協働が必要です。そこで、東京大学では2022年7月に学内10

の研究科・研究所が参画する「気候と社会連携研究機構」を

設立しました。ここでは、変わりゆく気候のもとで持続可能な

社会を実現するため、自然科学・社会科学・人文学の学際的

研究が展開されるとともに、広い視野を持つ次世代人材の育

成にも取り組みます。さらに、全球気候モデルが生成する膨

大なデータを、海洋研究開発機構が代表機関を務める「地球

環境データ統合・解析プラットフォーム事業」において、本学

EDITORIA（地球観測データ統融合連携研究機構）が中心と

なって運用を行っているデータプラットフォーム「DIAS」に提供

し、社会課題の解決に取り組むための基盤整備に貢献してい

ます。渡部教授は、東京大学の潜在的な強みとして、組織と

しての余力が分野横断的な研究に取り組みやすい環境に繋

がっている点を挙げています。

　「今後は、人間活動が引き起こす気候変動だけではなく、『気

候変動が社会システムや人の行動意識にどのような変革を及

ぼし、それが気候システムにどうフィードバックするか』を視野に

モデル化を進めていこうと考えています。私は学生の頃からずっ

と気候変動や異常気象の研究を行ってきました。しかし、その頃

（1990年代）、気候変動問題がこのような世界的なムーヴメン

トになるとはとても予見できませんでした。研究をやっている最

中には、それが将来、どのような影響を社会に与えるようになる

かは分からないものです。ですから、若い人々には『自分の専門

を究めながらも広い視野を持ち続けてほしい』と思っています」

機能拡張

中長期

　近年、世界各地でみられる猛暑や豪雨などの異常気象の増加

は、温室効果ガス排出増加に伴う地球温暖化が原因の一つだと

考えられており、東京大学でも様々な視点で異常気象や温暖化

の研究が行われています。国連IPCC（気候変動に関する政府間

パネル）第６次評価報告書（AR6）の執筆者でもある大気海洋研

究所の渡部雅浩教授は、全球気候モデル（コンピュータの中で

の仮想地球）の開発とそれを用いた数値シミュレーションという研

究手法でこの大きな問題に取り組んでいます。

 「AR6が結論付けたとおり、産業革命以降の人間活動が地球温

暖化を引き起こしてきたことに疑う余地はありません。一方で、10

～20年ほどでみたときには、自然要因（気候システム自身に内在

する自発的な変動）と人為的要因（人間活動の影響）の両方が

気候変動をもたらしていると考えられます。私たちは、シミュレーショ

ンに基づく『数値実験』を繰り返して、それぞれの作用・影響を切

り分け、気候システム変動のメカニズムを解明するとともに、将来

の様々な社会経済的変化を想定して『気候がこれからどうなって

ゆくのか』を明らかにするための研究を行っています」

　たとえば、2 0 0 0年頃に

「ハイエイタス」と呼ばれる、

地球の気温がほとんど上が

らず温暖化が停滞していた

時期がありました。温暖化の

原因である人為起源の温室

効果ガス排出は増え続けて

いるのに、なぜ温暖化が停

滞しているのか。その原因を探るため、全球気候モデルでハイ

エイタスを再現したところ、自然要因によるの十年規模の気候

変動が人間活動による温暖化と相殺された結果、温度変化が

小さくなっていたことが明らかになりました。このように、地球温

暖化を含む気候システム変動のメカニズムを正しく理解すること

で、現在世界的に取り組まれているカーボンニュートラル（ネット

ゼロ）の科学的根拠を強固なものにしてゆきます。

　現在の人類が直面しているのは、温室効果ガス増加による

気候の応答という物理的な問題だけでなく、気候変動が生態

大気海洋研究所
渡部雅浩 教授
「新しいことを始めるために必要な「遊
び」が東大にはある」

DIAS（Data Integration and Analysis System）とは

データ統合・解析システムDIAS（Data Integration 

and Analysis System）とは、地球に関する膨大な
データを収集、蓄積、統合、解析するとともに、データ
を地球規模の環境問題や大規模自然災害等に対す
る危機管理に有益な情報へと変換することを目的と
したプロジェクトです。統合イノベーション戦略におい
て、データ連携基盤(地球環境)に位置づけられてお
り、気候変動に伴う様々な社会経済活動への影響
対策等に貢献することを目的としています。

地球温暖化の停滞現象（ハイエイタス）の要因が究明され、2000年代の気温変化の約3割
は自然の変動で説明されることが明らかになりました。

気候と社会連携研究機構では、学内のさまざまな部局と協力し、グローバルな気候変動問
題の解決を目指した研究が進められています。

正しい知識の共有
気候変動に関する研究結果が社会に発信されることで、国家や企業や一般の人々が正しい認識を持
ち、科学的根拠に基づいて行動を決めることに繋がります。

環境保護
人間の活動による温暖化の影響を明らかにすることで、環境保護の必要性や、具体的な対処の方法
を示すことに繋がります。

国際政治への影響
政府系機関に向けて、世界の気候科学界が協力して評価報告書を作成することで、国際政治や外
交、政策に影響が及ぼされることとなります。

社会課題の解決 気候変動のモデルを応用して、他分野と連携した研究を行い、様々な社会課題の解決に活用されています。

データベースへの寄与
気候変動に関するデータを、様々なデータを蓄積したプラットフォーム（DIAS）に提供し、世界中で共
有することで、自然災害に関する危機管理などに役立てられています。

社会へのインパクト

いまや、地球温暖化対策は待ったなし。平均気温が2度上昇すると、熱波や干ばつ、豪雨、台風の巨大化などの異常気象

が深刻化するとされています。この温暖化のメカニズムにおいてどこまでが人類の活動の影響によるものなのか。解明された

データはDIASによって広く研究者に共有されていきます。

全球気候モデルの開発と気候変動─人間社会の相互作用理解
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　美しいオーロラ姫にかけられた恐ろしい呪い。16歳

の誕生日に糸紡ぎの針で指を刺した姫は、長く深い眠

りにつきます。その後、姫に魅せられた王子様のキスで

眠りから目覚め、二人は幸せに暮らしましたとさ。めでた

し、めでたし。ヨーロッパから古くから伝わる『眠れる森

の美女』（Sleeping Beauty）は、バレエやディズニー

映画でも広く知られる有名なおとぎ話です。このおとぎ

話、実は研究が持つある特性にぴったり当てはまるので

す。それは、研究を生み出した知見が社会で活用される

までの「多様な時間軸」。

　データサイエンスの専門家でもある工学系研究科

の坂田一郎教授のチームは、「Scopus」に収録され

ている7,000万もの学術論文と12億件の引用（つなが

り）のネットワーク解析から、「スリーピング・ビューティ」と

「プリンス」の関係を研究しています。坂田教授らによ

ると、ソーシャルメディア内で話題にされる頻度などのオ

ルトメトリクス（学術論文の社会的な影響度を評価する

指標）とサイテーション（学術論文の引用数指標）は必

ずしも相関しないのだとか。というのも、非常に面白いけ

れど、長い間、学会で注目を浴びるまでに至らなかった

萌芽的研究（スリーピング・ビューティ）が、あるプリンス

論文の出現を境に一気にブレイクする、そのような事例

は多々あるのだそうです。

　古くはメンデルの遺伝学。1866年の論文発表から、

1900年に3人の学者により再発見され、一気に脚光

を浴びるまでの30年弱の間、20回ほどしか論文引用さ

column

スリーピング・ビューティとプリンスが紡ぐ
奇跡の出会い

れていませんでした。また、生物学者の下村脩先生が

発見された緑色蛍光たんぱく質（GFP）は発見されてか

ら長い間注目されていませんでしたが、米国の2人の研

究者がその研究を目覚めさせるプリンスの役割を果たし、

2008年に3人でノーベル化学賞を共同受賞しています。

　オーロラ姫が眠りについていたのは100年ですが、こ

の研究によると、後に社会に大きなインパクトを起こす

研究が日の目を浴びず、眠り続ける期間は平均して30

年ほど。そして、7,000万の学術論文から抽出された「ス

リーピング・ビューティ」と「プリンス」の奇跡の組み合わ

せは、3万件以上もあるそうです。また、王子様は姫と

意外と近いところにいた場合が多いけれど、その出会い

を予測するのは難しいとも。

　学術はみな時間的多様性を持っていますが、その価

値創出の時間軸もまた多用で曖昧です。東京大学に

も、まだ眠りについたままで、王子様との奇跡の出会い

を待っている研究が沢山あります。論文の引用数だけ

が研究の価値を表す指標ではなく、多様性をもった苗

床から育って花開く研究が多数あることを是非ともご理

解いただきたいと思います。

※1 Scopus……オランダ・アムステルダムを本拠とするエルゼビア社が提供する
世界最大級の抄録・引用文献データベース
※2 バックデータ……分析対象論文数：7300万件、引用数：12億件（Scopus全
体）／スリーピング・ビューティとプリンスのペア数：36,847ペア／このデータでの
出版らバーストまでの平均期間：27.9年
※3 元論文……T. Miura, K. Asatani, I. Sakata, "Large-scale "analysis 
of delayed recognition using sleeping beaty and prince", Applied 
Network Science 6（1） （2021）:48.
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イノベーション人材の育成に向けて、STEAM教育が注目されています。生産技術研究所では、25年前から次世代の研究

者、技術者育成のための中高生向け科学教育活動を行ってきました。またその発展形として、自らテーマを設定し、研究成

果を生み出す中高生向けプログラムを実施しています。未来を担う人材はここから育まれていくのです。

未来の社会をデザインする次世代の人材育成

ワークで行うことが主流ですが、他のメンバーと意見をぶつけた

り、協調したりしながら取り組むことも、今までの学校の現場で

はなかなか機会がなかったこと。これからのグローバルになって

いく社会で、様々なバックグラウンドの人と働く未来に向けての

予行練習となるといいなと思っています」。

※Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学・ものづくり）、Arts（芸術・リ
ベラルアーツ）、Mathematics（数学）の頭文字をとり、理数教育に創造性教育を加えた、
分野横断的な学びを表す

基盤

短期

　ITの技術革新や深刻化する環境問題など、社会の変化が加

速し、不確実性が高まる中、これからの社会課題を解決していく

には、イノベーションを創出できる次世代人材の育成が不可欠

です。近年、STEAM教育※が注目を集めていますが、東京大

学生産技術研究所では、25年も前から「次世代育成オフィス」

を立ち上げ、中学生や高校生に対して、最先端の科学技術や、

企業の活動に触れる機会を提供する多彩な教育活動を行って

きました。室長を務めている生産技術研究所の大島まり教授は、

次世代育成オフィスの活動について次のように語ります。「イノ

ベーションを創出する次世代人材を、産学民の連携で育成する

ことを目的に活動しています。生産技術研究所の教員の協力

のもと、高校生に講義を行う出張授業や企業と共同で行うワー

クショップなどの参加型の企画、企業と共同で開発した映像教

材の配信などを行っています」。

　さらに発展的なプログラムとして、東京大学グローバルサイエ

日本航空と共同開催の「飛行機ワークショップ」にて、飛行機の翼の設計に取り組む中学生。

次世代育成オフィスで実施している教育プログラムの概要。研究に触れる体験から、実際に創造する活動まで、多段階でプログラムを展開する。

ンスキャンパス（科学技術振興

機構協定事業・UTokyoGSC）

を開講し、約 1年半の期間を

かけて創造性を育てています。

UTokyoGSCには、全国から50

名以上の高校生が集まり、基礎

的な講義やワークショップを受講

したのち、参加者内の選抜を経

て、最終的には20名ほどが、自ら

テーマを設定し、指導教員のもと

で研究を行います。自ら学び、考え、成果を形にする体験は、受

講生の自信や向学心に繋がるのはもちろんのこと、学会やコン

テストで発表した受講生が受賞するなど、UTokyoGSC受講生

たちの成果は外部からも高く評価されています。

　少数の高校生に高度な研究体験を提供する一方で、次世

代育成オフィスでは初等中等教育の現場における試みも行っ

ています。2022年4月からの学習指導要領の改訂により、生徒

の主体的な課題発見と解決を狙いとする「総合的な探究の時

間」が始まりました。次世代育成オフィスでは、UTokyoGSCで

の研究テーマの設定をヒントに、総合的な探究の時間に活用

できる「探究学習デザインメソッド」を開発し、埼玉県、広島県

の高校でパイロットスタディを実施しています。これまでの学校

教育にはない「探究」という取組に戸惑う現場の声も少なくない

なかで、このメソッドを体験する生徒たちからは「『自分で考えて

学ぶ』ということを、今までこんなに突き詰めたことはなかった」と

いった好意的な感想を得ています。また、生徒たちが楽しんで

課題に取り組む様子は、高校教師の「総合的な探究の時間」

に対する自信に繋がっているようです。

　大島教授は、探究の時間の意義を次のように語ります。「探

究活動を通して、日々学校で取り組んでいる教科の勉強をどの

ように統合していくかが重要です。自分で設定した課題の解決

のために、数学の知識が必要だ、文献を読みたいのに英語が

分からない、と思ったら、教科の勉強に立ち戻って、自分なりに

深めてほしい。そうすることで、教科の勉強も探究の力も相互

に深め合うことができると思います。また、探究活動はグループ

次世代育成オフィス室長 
大島まり 教授（生産技術研究所）

社会へのインパクト

生徒も多く、「普段無口な子供が夢中で授業の説明をしてくれ

た」「自分のやりたいことが明確になったようだ」と保護者の方

から感謝の連絡をいただくこともあるそうです。次世代育成オ

フィスが育てる「探究心や創造性に富む人材」は20年後30年

後の社会を大きく動かしていくことでしょう。

 「今は、アプリによるシミュレーションや3Dプリンターといった、

『考えたことを形にできる技術』が身近にたくさんあります。若

い人たちは、自分の考えていること、思っていることを形にして、

新しいものを作っていってほしい。それが、大学や社会でのイノ

ベーションに繋がると思います」と大島教授は語ります。

　実際に、出張授業では新しい学びの視点に刺激を受ける

主体性（興味・関心）

知識・技能
高い

※UROP： Undergraduate Research Opportunity Program
（東大教養の学生を対象とした研究入門授業）
青文字は次世代育成オフィス以外が主催する事業

低い

積極的

消極的

発展レベル
（創造性を形にする）

Utokyo GSC

未来の科学者のための駒場リサーチキャンパス公開

映像教材・貸出教材

ジュニアドクター
UROP※

成長レベル
（創造性を育む）

萌芽的レベル
（創造性に触れる）

電気自動車普及協会WS
鉄道・飛行機WS

経産省STEAM ライブラリー
STEAM STREAM

女子中高生理系選択支援事業
研究室見学

出張・受入授業

サマーサイエンスキャンプ
Google Women in Tech

大漁旗プロジェクト

Q. UTokyoGSCの受講によって、自分が変化したと思うことがあれば教えてください

「教科書のように課題や解答が与えられていないため、自分で見つけ、考える力が身についたと思います。

 また、常に様々な情報にアンテナを張るようになりました」

「わからないことには正直に向き合い、研究室の方々のサポートが必要であれば自ら行動する習慣がついたことで、

 学校の学びでも新たな発見を常に求めるようになりました」

UTokyoGSC受講者の声
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や芸術といった創造性が発揮できるようになったのです。単に

「人間は賢い」と捉えるのではなく、豊かな創造性をもって多

様な表現ができる点にこそ人間の本質がある、と酒井教授は

指摘します。人間本来の自然な姿を見失うことのないよう、脳

科学の研究成果を積極的に発信していきます。

脳科学を通じた多様性への啓蒙

基盤

中長期

　人間特有の知性の一つに、言語があります。言語は脳にお

ける最も高度な情報処理システムと言え、話したり考えたりす

る際に、「普遍文法」に基づく言語情報処理を意識下で行っ

ています。自然言語（乳幼児が生活の中で自然に獲得でき

る言語）が共通して則っている普遍文法によって、基本的に

二股の枝分かれだけからなる木構造が作られます。語順など

は、日本語と英語のように言語によって異なることもありますが

（図1）、どの言語の文法もこの木構造をもとに説明できます。

母語は幼少の時に獲得されますが、子供は文法知識を親から

教えられて身に付けるわけではないため、普遍文法は後天的

な能力ではなく、生まれつき脳に備わるという言語生得説※が

正しいと言えます。

　発話を通して文に構造を与えるのが、まとまりの外に間を入

れるフレージングと、抑揚や緩急の変化でまとまりを作るアー

ティキュレーションです。「みにくいあひるの子」を例にすると、

文字上では判断できませんが、音声であれば「みにくい／あひ

るの子」あるいは「みにくいあひるの／子」といった間の位置を

変えることで両者を区別し、異なる意味を持たせることができま

す。この時、話し手と聞き手の間で木構造の一方が共有され

るのです（図2）。ここに言語と音楽の共通性があります。例え

ば、バッハの無伴奏曲のように抽象的な音楽作品であっても、

適切なフレージングと、抑揚や緩急の変化というアーティキュ

レーションによって「構造」が生まれ、そこに楽曲の確かな表現

が可能になります。

　総合文化研究科の酒井邦嘉

教授らは、2021年に発表した脳

機能イメージングの実験から、こ

の「言語と音楽の共通性」を発

見しました。

 「私たちは、音楽の聞き比べの

実験を行い、MRIを用いて脳の活

動を測定しました。すると、脳の使

い方が言語と共通しており、特に、

音楽の抑揚（アーティキュレーショ

ン）の判断では、音楽経験の差によらずに、言語を司る『文法中

枢』の周辺に活動が見られることが分かったのです（図3）」

　この研究成果は「言語と同時に音楽を習得することの相乗

効果」と「音（音声）を基礎とした自然習得という考え方」の可

能性を示しています。赤ちゃんが接する言語表現は音声や手

話であり、文字から言葉を身に付ける訳ではありません。しかし

日本の学校では、アルファベットを重視して英語教育が行われ

るため、カタカナのルビやローマ字読みによって英語の音声が

脳に入らず、単語をいくら覚えても文の木構造が作れないとい

う状況に陥ります。すると、ネイティブに話しても通じず、聞い

ても全く分からないといった困難が生じるのです。最近は多言

語の習得に関して研究を続けている酒井教授は、自身の経験

を振り返り、次のように語っています。

 「ドラマでも歌でもいいので、諳んじることができるくらい、とに

かく音声を繰り返し聞くことです。そうすると、そのフレージング

やアーティキュレーションの把握から、自然に文の構造が理解

できるようになります。辞書のない音楽でも、音や主題（モチー

フ）の組み合わせから構造が生まれ、表現や思想を持たせるこ

とができます。そうした人間の脳が自然に持っている能力を引

き出し、創造性を伸ばすような教育が理想だと感じています」
※言語生得説…アメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが、言語獲得に必要な普遍文法
は生まれつき人間の脳に備わるという学説を提唱した。

総合文化研究科
酒井邦嘉 教授

図1  普遍文法による文の木構造 図2  「みにくいあひるの子」の木構造

図3  音楽の抑揚を判断する際の脳活動
中高生98人を対象として、音楽経験により以下の3群に分けて調査を行った。
S群：スズキ・メソード※でヴァイオリン前期中等科以降の生徒33人
※母語の獲得を楽器演奏習得に応用した教育法。楽譜を用いるよりも、優れた音源を聴く
ことを重視して楽器を習得する。
E群：東京大学教育学部附属中等教育学校の生徒で8歳以前に楽器（主にピアノ）の習
得を始めた36人
L群：同校の生徒で9歳以降に楽器習得を経験した者および未経験者29人

　酒井教授が行ったマルチリンガル（多言語話者）に関する研究

では、バイリンガル（二言語話者）と比べて、新たな言語の習得に

おいて文法中枢などの活動が一層活発になることが明らかになっ

ています。このことから、より多くの言語に触れた方が、普遍文法

を引き出しやすくなると考えられます。音楽家も異なるジャンルに

精通することは、新たな音楽の創作に資することでしょう。

 「ゴッホが日本画から大きな影響を受けたように、多様性が創造

性に繋がることは、文化や芸術に共通して言えることだと思いま

す。世界の人々が交わり、異なる価値観や考え方を共有し、そこ

から普遍的なものを探していく。内向きで排他的になりがちな現

代だからこそ、多様性を受け入れることは益々大切だと思います」

（酒井教授）

　世界の文化が多様なように、人々の能力も本来多様であるも

のです。若い人たちが、「自分にはプロフェッショナルになる能力

がない」と簡単に諦めてしまうことなく、「自らの能力を引き出して

最大限に発揮すればいい」と考え直して、互いを尊重できるような

社会が築けるよう、脳科学の視点から多様性への啓蒙を発信し

ていきます。

社会へのインパクト

社会に氾濫する脳科学に関する誤解の解消 ─研究発信を通して─

　世の中には脳科学に関する誤解も多くあります。例えば、

「人間の脳は、複雑な思考や社会生活をするために、他の動

物より発達して大きくなった」という説明に納得してしまいがち

ですが、これは誤った目的論であり、科学的な説明ではありま

せん。正しくはその逆で、脳が大きくなって言語野という領域

ができたことで、人間は高度な思考ができるようになり、言語

日本語

S 主語

私は

目的語O

りんごを

動詞V

食べた

英語

S 主語

I

動詞V

ate

目的語O

an apple

みにくい あひるの 子

みにくい あひるの 子

脳の言語地図に見る「文法中枢」

私たち人間は、言葉を発し、音楽を奏でるという創造性を持っています。私たちが思い通りに発話し、他者の言葉を理解す

るのと同様に、音楽を聞き比べたり、楽器を習得したりできるのはどうしてか。それらを可能とする脳の働きについて、言語脳

科学の視点から探ります。

脳科学から見た言語と音楽の共通性─人間の創造性とは─
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北海文化研究常呂実習施設は、オホーツク海に面した北辺の町・北海道北見市常呂町にあります。国内有数規模の古代

文化遺跡群近くの拠点には研究者が常駐し、東北アジア地域の考古学を中心とした教育・研究活動と地域連携活動を半

世紀以上にわたり続けています。

国指定史跡「常呂遺跡」内 北見市栄浦第二遺跡の空撮
樹木の間に点在する白いくぼみ部分が竪穴住居跡

　東京大学と常呂町との出会いは、1955年に遡ります。樺

太アイヌの言語学調査のため常呂町を訪れていた東京大学

教授・服部四郎（1908-1995）のもとを、遺跡保全に努めて

いた考古学愛好家・大西信武さん（1899-1980）が訪ねます。

翌年、大西さんの案内で常呂遺跡を訪れた服部は、同僚の考

古学者・駒井和愛（1905-1971）にその様子を伝えます。当時、

北海道におけるアイヌの歴史の考古学的調査をはじめていた

駒井は、すぐにその重要性を認識し、翌1957年より文学部考

古学研究室による本格的な発掘調査が始まりました。

　1965年、東京大学による研究成果公開のために常呂町

が郷土資料館を開設すると、東京大学はその熱意に応え、

1967年に考古学研究室所属の研究者が常駐する「常呂研

究室」を資料館内に開設。さらに北海道の支援も受けて、発

掘資料を保存公開する常呂資料陳列館を設立します。翌

1968年には学生宿舎（現在は資料保管庫として利用）が完

成し、実習施設としての形が整います。そして、1973年には

文部省（当時）の認可を得て、「東京大学文学部附属北海文

化研究常呂実習施設」が正式に設置されました。2010年に

は、これまでの実績を踏まえて北見市との間に「地域連携に

関する協定書」を締結し、より一層の連携強化に取り組んで

います。

　この調査対象の近くに研究拠点があるという恵まれた研究

環境は、多くの成果を産み出します。例えばサロマ湖東岸から

常呂川河口までの海岸部一帯に拡がる竪穴群遺跡（背景写

真）の調査では、3,000を超える住居跡の分布を正確に把握

し、縄文文化からアイヌ文化期に至る各時代の遺跡を発掘す

ることで、古代の人々の営みを明らかにしました。特にアムー

ル河口部からサハリン、オホーツク沿岸、千島列島と、広大な

地域に栄えた北方の異民族「オホーツク文化」（5世紀～9世

紀頃）に関しては、道内最大規模の発掘調査となり、生活や

儀礼の様子を伝える遺物が多数発掘され、後のアイヌ文化に

も影響を与えていることが分かりました。研究者が、その地域

に根を下ろして導き出していく成果は、世界の学術を支える貴

重な知見となっていくことでしょう。

オホーツクに眠る文化資源の発掘と価値の発信

人文社会系研究科・文学部附属
北海文化研究常呂実習施設

地域との「対話」と「信頼」によって生まれた研究拠点

基盤

中長期
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　現在、常呂実習施設は、史跡公園「ところ遺跡の森」に建

設された「ところ埋蔵文化財センター」内に移転し、北海文化

の考古学的研究に加え、博物館実習や体験型教育プログラ

ムのフィールドとして、また国際的地域・社会連携の推進拠

点としても役割を広げています。常呂実習施設に助手として

着任して以来、地域社会にとけこみ、25年以上にわたり北

海文化研究の発展と地域連携を担ってきた熊木俊朗人文社

会系研究科教授にお話を伺いました。

──常呂実習施設によって生み出された研究成果について

教えてください

　考古学は、発掘から成果が表れるまでに時間を要する研究

ですが、長期的な視野で計画が立てられ、安定して研究を継

続できました。北海道東部には竪穴群遺跡が多数存在します

が、東京大学による常呂地域の学術調査では3,000軒を超

える竪穴を全数記録しており、この調査方法はその後の竪穴

群遺跡研究のモデルケースとなりました。また、一つの地域の

中で、旧石器時代から、オホーツク文化、アイヌ文化の時代ま

で続く北海道の歴史的変遷を把握し、記録できたことは「1万

年以上に及ぶ地域史の構築」という意味でも大きな成果です。

（図1,写真1）

──他には、どのような成果や地域への貢献がありますか

　研究や研究人材の育成だけでなく、地域の社会教育にも

貢献しています。野外考古学実習の際には、市民を対象に

図1  北海道と本州の時代区分

学生たちによる企画展示も常呂資料陳列館で一般公開して

います。実は、かつて常呂実習施設で学んだ学生2名が、い

までは北見市に埋蔵文化財担当職員として勤務しており、地

域との社会教育事業を円滑に進めてくれています。

── 2022年のノーベル生理学・医学賞で注目された「古ゲノ

ム学」のように、現代の考古学研究は理系分野との融合が

進んでいますが、常呂実習施設では自然科学的手法を用い

てどのような研究を進めていますか

　例えば炭素・窒素の同位体比分析です。常呂の遺跡から発

掘された擦文文化とオホーツク文化の土器に付着した「おこげ

（炭化物）」の炭素・窒素同位体比を測定し、調理されたもの

の状態を調べた結果、両方から海洋生物由来の同位体比が

得られましたが、擦文文化の方がより多くの「雑穀類」が入っ

ていた可能性が高いことが分かりました。理論的な予測を、理

化学的な分析で裏付けることができました。また最近では、土

壌から検出されるDNAを分析し、遺構の用途を調査する共同

研究も進めています。

──常呂実習施設の教育研究活動・社会連携活動を進める

上で課題と考えていることは何でしょうか

 「常呂には、素晴らしい遺跡がある」ということが、地域にはま

だなかなか浸透していないもどかしさがあります。65年にわたり

蓄積してきた研究成果を、分かりやすい形で包括的に、道内外

にも広がる形で発信していくことが直近の課題です。そして今

後は、更にもっと広い視野に立った

「常呂の遺跡は、世界史的に見て

どういう位置づけにあるのか」という

ことの学術的な整理が求められてく

ると思います。また、常呂資料陳列

館や資料保管庫など研究施設の

老朽化も大きな課題です。

──今後の教育・研究活動や地域

連携活動の展望を教えてください

　学術面でのさらなる研究と普及

活動も進めていきます。海外大学

との交流は、高い教育効果が得られ、また常呂遺跡の歴史的

価値を海外の視点から相対化して捉える機会にもなるため、教

育プログラムとして正式に発展させていくことが肝要です。

　地域連携活動では、令和6年（2024年）の公開に向け、北

見市と協力して「トコロチャシ跡遺跡群」の史跡公園整備を進

めています。東京大学は、長年にわたりこのオホーツク文化の

遺跡群を発掘調査してきましたが、今後は「史跡を核としたま

ちづくり」という観点から、大学の枠を越えて、北見市や地元

で活動するまちづくり関係者と連携をしながら、地域が地域の

ために史跡を活用する地域振興のあり方を目指していきたい

と考えています。

　森や川、湖に恵まれた常呂は、生物学や地学の研究フィー

ルドとしても魅力がある場所です。考古学的な地域史は、自

然環境とも密接に関わっています。常呂という土地に生きる

地域の方々の意識の中で、先住民たちが紡いできた地域史

が、自分たちの歴史として結合していくことを思い描いていま

す。そして、常呂実習施設で行っている活動も、「東京大学

が実施している」のではなく、「常呂という地域が行っている」

活動として受け止めて頂けるように、これからも尽力していきた

いと思います。

人文社会系研究科による地域連携の試み ──人文学応用連携の促進を目指して

人文社会系研究科では、常呂実習施設に
よって実践されてきた地域・社会貢献活動と
教育機能強化の経験を、他の地域にも拡大
して活かしていくことを「人文学応用連携」
の一環として推進しています。2021年には
和歌山県熊野地方の中核都市・新宮市とも
地域連携協定を結び、「新宮分室」を設置し、

人文学の応用・活用による地域の文化振興
に寄与する試みにも取り組んでいます。
日本には、文化や自然に恵まれながらも、少子
高齢化や人口流出・過疎化等に苦悩する地域
が少なくありません。そうした地域間に、人文学
の叡智を傾注し、共通の人文学的課題を見出
し、文化振興に資することを志向しています。

東京大学ホームカミングデイ（2022年10月15日）に開
催されたシンポジウム『文学部による地域連携の試み
̶̶ 人文学応用連携の促進を目指して』の様子。

北海道の
時代区分 旧石器時代 縄文時代

続縄文時代 擦文時代
アイヌ文化期

オホーツク
文化期

（トビニタイ
文化期）

本州・四国
・九州の
時代区分

旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 江戸時代平安時代
室町・
安土桃山
時代

奈
良
時
代

飛
鳥
・
　
　

鎌
倉
時
代

紀元前14,000
～13,000年頃

紀元前
400年頃

紀元1年 600年頃 1,300年頃

写真1  2021年10月から2022年3月
にかけて、人文社会系研究科と開催
館の共催で実施した「オホーツク文
化」展のフライヤー。横浜ユーラシア
文化館および大阪府立近つ飛鳥博
物館にて開催し、好評を博しました。

遺跡見学会を実施していますが、北見市外からも参加者があ

り、なかなか人気があります。2000年からは毎年継続して「文

学部常呂公開講座」を開催し、常呂高校の生徒や地域の

方々に対して、東京大学の様々な分野の研究者が研究成果

を分かりやすく紹介しています。また、博物館実習に参加した

（写真上）復元された擦文時代の竪穴住居／（写真下左）遺跡発掘や測量調査はこれまで
80回以上実施されており、参加した学生・研究者の数は延べ1,000人超／（写真下右）常
呂資料陳列館内に展示された2022年度博物館実習の成果

（写真左）トコロチャシ跡遺跡より発掘されたクマ骨偶（紀元8-9世紀）／（写真右）トコロチャ
シ跡遺跡（左）および栄浦第二遺跡（中・右）より発掘された弓弭形角製品（紀元8-9世紀）

「考古学研究では、いろいろな
人々とコミュニケーションをとりなが
ら調査研究を進めていくことが重
要です」と語る熊木俊朗教授。東
京都出身。

常呂実習施設の現在地と今後の展望
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「ハイパーカミオカンデ」は、これまで2回のノーベル賞に繋がったカミオカンデとスーパーカミオカンデの後継となる超巨大素

粒子観測施設です。5年後の観測開始に向け、知恵と最先端の技術を集結させ、建設が進められています。前代未聞の深

さの地下空洞から、宇宙の謎に挑み、新たな知の地平を切り拓きます。

138億年前の真実に迫るハイパーカミオカンデ計画
──スーパーカミオカンデ

の運用を開始して成果も

出ている中で、なぜさら

に大きなハイパーカミオ

カンデを建設することに

なったのか、その経緯を

教えてください。

　この研究の歴史はカミ

オカンデから始まりました。当初陽子崩壊を探すという目的も

あったのですが、成果として超新星爆発からニュートリノを検出

でき、小柴先生（故・小柴昌俊特別栄誉教授）のノーベル賞

受賞に繋がります。その後スーパーカミオカンデが作られ、こ

こでの成果は、ニュートリノが振動・変身すると発見したことで、

これが梶田先生（梶田隆章特別栄誉教授）のノーベル賞受

賞に繋がります。スーパーカミオカンデでは種類が違うニュート

リノ振動をすべて発見でき、ニュートリノの性質の理解が大き

く進んだのですが、研究課題や調べるべきことはさらに増えま

した。さらに大きな装置で精度を高く観測を行うため、ハイパー

カミオカンデを作ることとなりました。

──スーパーカミオカンデと比較して、ハイパーカミオカンデの

違う点はどのようなところにありますか。

　大きさとしては深さが40mのものから70mのものになります。

そもそも地下に70mの空洞というのは世界に作った例があり

ません。前代未聞の地下空洞を掘り、崩れないものを作るとい

うことになり、技術的な課題も多く大きな挑戦となります。

　それ以外にも水槽を満たす大量の水の透明さなどの質を保

つためには大変な労力が必要ですし、観測のための光センサー

（光電子増倍管）についてもスーパーカミオカンデの2倍の感

度のものを準備し、光をたくさん捉えられるようになります。ただ

装置を大きくしてニュートリノを観測しても、新しい成果は上が

りません。ニュートリノの観測数を増やすと同時に一つ一つの

測定精度もあげて、初めて今までの成果を超えることができる

ようになります。

──ハイパーカミオカンデが完成した際には、どのような成果・

学問的インパクトが期待できるのでしょうか。

　まず質量を持つニュートリノを正確に測定することで、宇宙

の進化の謎を解明できるかもしれません。宇宙のビッグバンで

同数生まれたとされる粒子と反粒子のうち、なぜ粒子だけが今

の宇宙に残っているのか。そこにニュートリノが関わっている可

能性が高いので、ニュートリノと反ニュートリノを正確に調べて

この2つに違いがないかを調べる必要があります。次にカミオ

カンデから未解決の問題になりますが、陽子崩壊の発見です。

陽子崩壊は、新しい世代の素粒子の理論に繋がる期待があ

る非常に大きな研究テーマです。さらにニュートリノ天文学を

発展させることも目的の一つです。

──このプロジェクトにはどのようなメンバーが参加しているの

ですか。

　基本的に素粒子の研究者ですが、世界中の研究者が参加し

てくれて20の国・500人規模になっています。同じ目的を持つ研

究者が、それだけ集まってくれたのは奇跡的に思えます。参加す

る学生にとっても、世界中から集まる優秀な研究者から刺激を

受けながら、国際感覚を身に付けることができる環境になります。

──プロジェクトを継続するにあたりどのような困難がありますか。

　今までになかった装置を作るということは新しい技術的な挑

戦があるということで、それがなければ新しい発見は生まれな

いはずです。そこには様々な困難が生じます。例えばスーパー

カミオカンデでは光電子増倍管を半数以上失う大きな事故が

ありましたが、この時は水圧に負けてガラス管が割れてしまい

ました。ハイパーカミオカンデではさらに高い水圧がかかるこ

とになりますので、このような事故を防止し、今までの経験も

踏まえ失敗しない装置を作るというのは大きな課題になります。

一度装置を作って水を入れてしまうと簡単に直すことは困難

ですので、徹底的に実験・試験などをして準備をすることが必

要です。

──ニュートリノや素粒子の研究をすることの社会的な意義・

価値はどこにあると考えますか。

　この研究がすぐ何かに役立つことはないかもしれません。た

だ、「我々は何からできているのか」「その法則は何か」「どうい

う仕組みか」というように、自然界を理解しようとする基礎科学

の価値は強調しておきたいです。宇宙がどのようにできて、こ

のような世界になったのか。そこに思いを馳せるというのは一

般の方を含め多くの人がすることだと思いますが、それを楽しん

でもらうのが一番だと思います。その上で、日本が世界のトップ

を走っている基礎科学分野があること、世界に貢献していると

いうことを知ってもらうという点でも役に立てればいいですね。

──今後の展望と、読者へのメッセージをお願いします。

　ハイパーカミオカンデの観測開始は2027年の予定です。ま

ずは計画通り、事故なく装置を完成させたいと思います。きち

んと装置を作れば、必ず何か新しい発見があると信じています。

この研究は、138億年前に起きたことをサイエンスとして明らか

にしようとしており、私たちは日本に限らず、人類共通の資産

だと思ってやっています。このような大型の科学プロジェクトを

一大学である東京大学が主導するというのもすごいことで、ア

メリカではフェルミ国立研究所、ヨーロッパでは欧州原子核研

究機構CERNなどの大規模な研究所が推進してきています。

皆さんぜひ応援してください。

神岡宇宙素粒子研究施設長
塩澤真人 教授

基盤

超長期
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カミオカンデ スーパーカミオカンデ ハイパーカミオカンデ
観測期間 1983～1996年 1996年～現在 2027年観測開始を目指す
大きさ 19m直径×16m高さ 39m直径×42m高さ 68m直径×71m高さ
純水質量
（うち有効質量）

4,500トン
（680-1,040トン）

50,000トン
（22,500トン）

260,000トン
（190,000トン）

光電子増倍管 50cm直径　948個 50cm直径　11,146個 50cm直径　40,000個相当
主な成果／
期待される成果

超新星爆発からのニュートリノの
世界初観測および太陽ニュート
リノの観測による、ニュートリノ天
文学の創生

ニュートリノが質量を持つことを示
す、ニュートリノ振動の発見

1 ニュートリノと反ニュートリノの振動
の違い（CP対称性の破れ）の発見
と精密測定により、宇宙の物質の
起源の謎を探る。

2 ニュートリノ天文学のさらなる展開
3 陽子崩壊の発見による「素粒子の
統一」と「電磁力、弱い力、強い力
の統一」の証明

主な受賞 2002年ノーベル物理学賞、
小柴昌俊

2015年ノーベル物理学賞、
梶田隆章

　ハイパーカミオカンデプロジェクトは実際にどのように進めら

れ、どのような意義があるのか。エレクトロニクスを担当されて

いる早戸良成准教授にお話を伺いました。

　エレクトロニクス開発だけでも日本を含め7か国で進めてお

り、海外からの貢献も大きいです。グループの担当を決めた

り、予算や進捗の調整をしており、文化の違いや国際情勢

なども考えながらバランスを取る必要があります。ハイパーカ

ミオカンデを作るにあたっては、これまでスーパーカミオカン

デで蓄積してきたノウハウを活かせるため、国際競争の面か

ら見ても優位性は高いです。一方、新たな観測装置として

当然スーパーカミオカンデより性能の良いものを作る必要が

あります。

　スーパーカミオカンデとは違い、ハイパーカミオカンデでは電

子回路のかなりの部分を、装置を満たす水の中に置くことにな

ります。これはタンクが大きくなった分、電線が延び、重く長く

なるので、コストや建設の手間、信号の劣化などのファクター

を考えると水の中に入れた方が有利となるからです。しかし一

度水の中に入れてしまうと10年くらいは修理ができません。水

深は約70mなので一番下で8気圧。その状況でも長期間安定

して動く、信頼性の高いものを開発するのは容易でなく、技術

的にチャレンジングです。

　この研究は、「なぜ宇宙がこうなったのか」「宇宙はこれから

どうなっていくのか、最後

にどうなるのか」という日

常生活のスケールを超え

た話になるので、社会的

な意義としてすぐみなさん

に見えてくるものは少ない

かもしれません。そんな中

でも比較的短期間で社

会に目に見えるものとして、

人材の育成があげられます。素粒子や原子核の実験では、用

いる数多くの装置は新たに作る必要があるため、学生にとって

は物理だけでなく工学的側面を含めて幅広く学べるチャンスに

なっています。実験で目的とする成果を得るためにどのような

検出器が必要なのかということを自ら考えながら、実際に検出

器本体、電子回路やセンサーなどの装置を作る経験は、社会

でも大きく役立つことに疑いありません。最近、経験のある技

術者不足が議論されていますが、大きな実験プロジェクトとそ

のための最先端の実験装置の開発は、こういった社会で求め

られている人材を育てられる場であるとも言えます。このように

新しい実験プロジェクトがあることで、次の世代を育てることに

繋がります。宇宙のことはスケールが大きく、夢があるものです。

この夢を現実のものとするための技術開発がここでも積極的

におこなわれています。

素粒子と宇宙の謎に挑むハイパーカミオカンデ計画

神岡宇宙素粒子研究施設
早戸良成 准教授

開発中の電子回路基盤ハイパーカミオカンデに設置予定の光電子増倍管

日本における大型ニュートリノ実験装置
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