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渡辺　達也
准教授
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　高校で習うけれど、何に使うのかよ
く分からない微分積分。大学に進む
と理系はもちろん、経済学などの分
野でも必須のツールとなります。
　微分積分の応用としては、曲線
の長さや面積を求めることや、微分
して0になる点を調べることで極大・
極小を調べることなどがあります。
　これらの発展形が「変分問題」で
す。変分問題を解くことによって、よ
り高度な現象が解析できます。ここ
では、具体的な問題とアイデアを簡
単に紹介します。

微分積分と
変分問題
シュレディンガー方程式の解から
シャボン玉の膜まで計算する

　量子力学は、ミクロの世界の量
子の振る舞いが如何に私たちの常
識を超えるものであるかを明らかにし
ました。その不思議な性質を利用し
た量子コンピュータは、従来のコン
ピュータとは比べ物にならないほど
の計算能力を有することが予測され
ています。
　しかし、量子コンピュータができて
も、計算処理のルールであるアルゴ
リズムがなければ、ただの箱にすぎ
ません。最近私が発表した量子探
索アルゴリズムの改良版について
の話も含めて、量子コンピュータの
基本的な仕組みと、量子アルゴリズ
ムのイメージをつかんでもらえればと
思います。

量子力学の
反常識が創りだす量子
コンピューティングの世界
量子コンピュータの頭脳と
しての量子アルゴリズム

日常を快適にする
データベース
システム
今ある仕組みを活かして
世の中を変える

コンピュータ理工学部
コンピュータサイエンス学科

外山　政文
教授
理学博士
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量子情報物理
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大本　英徹
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オブジェクト指向データベース、
マルチメディアデータベース

　私たちが日頃何気なく使っている
コンピュータシステムですが、実はそ
の裏方としてデータベースが日夜稼
働しています。そのデータベースも、
実際に人々に活用されるためには、
手軽で使いやすいように提供される
ことが重要になってきます。
　私は、スマートフォンが普及するよ
りもずっと以前から、携帯電話を情
報端末として活用することで、便利
で色々なデータへのアクセス窓口に
なると考えていました。その一例とし
て、以前実験的に稼働させた携帯
電話を使った出席管理システムを紹
介します。

コンピュータ理工学部
インテリジェントシステム学科

小林　聡
教授
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理論計算機科学、ソフトウェア基礎理論、
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20世紀の
数学が直面した
計算することの限界
神様のコンピュータは
止まらない？

　数学には排中律というルールがあ
ります。どんな対象も「Aである」か
「Aでない」かのどちらかである、と
いうルールです。このルールが成り
立っているからこそ、みなさんは背理
法によって証明を行うことができるの
です。
　ところで、排中律を厳密に追究す
ると「計算結果が出て止まるのかい
つまでも計算が終わらず止まらない
のか事前に分からない」というやっか
いな問題に行きあたります。
　かつて純粋な数学の問題であっ
た排中律に関する問いが、今やコン
ピュータにとっての現実的な問題と
して現れてきました。どのような問題
なのか見ていきましょう。

総合生命科学部
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教授
理学博士
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脳のシナプスの
“すき間”では何が
起きているのか
局在するたんぱく質から
シナプス間隙の役割を明らかに

　複雑で精緻な構造を持つ脳。そ
の機能を支える神経細胞は、接続
部のシナプスで、20ナノメートルの
すき間（シナプス間

かんげき

隙）を挟んで他
の神経細胞とつながっています。私
がショウジョウバエを対象に神経系
の研究を始めて最初に見つけたの
が、シナプス間隙に存在するHigタ
ンパク質でした。
　このタンパク質がなくなると動きが
悪くなること、また、似たタンパク質
が人間の脳にもあって、それがなくな
ると精神遅延などが起こることがわ
かっています。神経機能の中心とし
て働くシナプス。そこにある“すき間”
は未だ謎に包まれています。私の研
究室では、Higタンパク質の解析を
通して、シナプス間隙の役割を明ら
かにしようとしています。
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脳を守り、
脳を治す
ストレスが脳に与える
影響を最小限に抑える
――その処方箋を生理学的に解明する

　私たちにとって重要な家畜である
ブタもストレスによって成長が止まる
ことがあります。そして、ブタはヒトと
共通点の多い動物でもあり、ブタの
脳を調べることで人間のストレスの
仕組みを解明することが期待されて
います。
　ヒトのストレスのなかで深刻なもの
にPTSDがあります。私たちの脳は
ストレスを感じたとき、どのような情報
処理をしているのか、また、それがど
のような条件の下でPTSDへとつな
がるのか、解決すべき問題点を含め
て考えてみましょう。
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准教授
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ミツバチと
人間の新たな
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古代からの人類のパートナー

　ミツバチはハチミツやローヤルゼ
リーなどを産出してくれるだけではな
く、野菜や果物の花粉を運び、受粉
を行ってくれる農業に欠かせない存
在です。
　ところが、日本では受粉のための
ミツバチを独自に育てることが難し
かったことから、外国からの輸入に
頼っていました。そのことが、さまざま
な問題をひき起こす原因にもなって
いるのです。
　多くの問題が残る日本の養蜂で
すが、私が取り組んでいる最新技法
の品種改良が光明をもたらすかもし
れません。

　温度変化によって、水が液体から
気体や固体に相転移するように、外
部環境の変化によって固体中でも
相転移を起こし、磁気的性質や電
気伝導性などが急激に変化する物
質があります。
　X線回折を使って物質の結晶構
造を「見る」ことで、このような物質
が相転移する仕組みをミクロな観点
から調べることができます。
　最近の研究例を通して、物質内
の革命ともいえる相転移現象をX
線回折によってどのように明らかにし
ていくのかを見ていきましょう。

物質の変化を
ミクロな結晶構造から
探るX線の目
物質の本質がはっきり現われる
「革命」を捉えろ！

理学部
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下村　晋
准教授
博士（工学）

物性物理学、構造物性
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理学部　数理科学科

渡辺　達也 准教授

博士（理学）。専攻は関数解析学。中学時代に出
会った矢野健太郎さんのエッセイを読み、数学者
にあこがれを抱く。関数のグラフを書くことや微分
積分が好きといった関数好きが高じてこの世界に
身を置くことに。現在は、変分構造を持つ様々な
微分方程式の中で、特に非線形シュレディンガー
方程式の定常問題として現れる非線形楕円型偏
微分方程式の解析を主に行っている。2010年
度大阪市立大学数学研究会特別賞を受賞。私
立早稲田大学高等学院OB。

みなさんも高校で習う微分積分ですが、
一体何の役に立つのかわからないという人も多いでしょう。
しかし、今みなさんが学習している微分積分は、
大学で学ぶいろいろな学問の基礎になっています。
さらに、実は微分積分が関わってくる問題は、私たちの身の回りのあちこちにもあるのです。
この微分積分の発展形が「変分問題」です。
ある場所からある場所まで歩くのに、一番短い経路はどこか？
適当に曲げた針金をシャボン液につけると、膜ははたしてできるのか？
変分問題は、このような疑問から物理学の難解な方程式まで解決してしまうのです。
変分問題と微分方程式が専門の渡辺達也先生にお話を伺いました。

シュレディンガー方程式の解から
シャボン玉の膜まで計算する 微分積分と変分問題

高校と大学の数学の違い
　大学の数学は、高校までと違って極めて抽象
性が高いものになります。それは、大学の数学
は厳密性を重視するためです。微分積分学の
世界では、ε-δ論法という有名な論法があり
ます。これは収束に関する議論で、例えば 

→∞
   

1̶ =0という極限の式を定義するものです。分
母をどんどん大きくしていけば 1̶ は限りなく0
に近づくから0とみなそうと高校では教わりま
すが、大学ではこの議論を疑うところから始め
ます。nが百だろうと1億だろうと、正確に0に
はならないでしょう。そこで、より厳密に極限を

切り刻んで足し合わせる

　高校の数学で、微分積分は必ず出てくる分
野です。しかし、扱うのは計算問題ばかりで、
実際に微分積分を使って何ができるのかよくわ
からない人も多いでしょう。
　ところが、微分積分は今日のあらゆる学問で
登場します。物理学や生物学といった理系の
学問はもちろん、経済学などでも必須のツール
です。そして、微分積分を使ってできることの一
つの到達点が、変分問題なのです。
　微分積分のアイデアを理解するために、曲
線の長さを測る問題を考えてみましょう。曲線と
いっても、色 な々ものがあります。円の外周を求
めるのは簡単ですが、放物線の長さを求める
問題は、高校でもまず教わりません。このような
シンプルな曲線でも、案外難しいのです。
　どんな曲がりくねった曲線も、細かく切り分け
ていけば、一つ一つはほぼ直線とみなせます
（図1）。微分とは「接線の傾き」を求める計算
だと教わったかもしれません。実際に、この一
つ一つの直線の傾きは、その場所での曲線の
接線の傾きとほぼ等しくなります。傾きが分かっ
ている直線の長さは簡単に求めることができま
す。このように、全体はわからなくても細かく刻
んでそれぞれの微小な部分を見ていけば、大き
さや変化がわかるというのが微分のアイデアで
す。
　次に、今長さを求めた直線の断片の数 を々、
全て足し合わせます。それが曲線全体の長さ
です。いくつもの部分を足し合わせるということ
は、積分に他なりません。
　細かく切り分けて、足し合わせる。この微分
と積分の組み合わせによって、様 な々曲線の長
さを出すことができるのです。
　同じ考え方で、曲面の面積を求めることもで
きます。たとえば、ある帽子の表面積を計算し
たいときは、表面を細かくメッシュに分けていきま
す。一つ一つの曲がった欠片も、小さく切り刻
んでいけば、平らな板とみなせるでしょう。あと
はその板の面積を求めて、全て足し合わせれ
ば、面積を出すことができます（図2）。

三次曲線などの関数があったときに、その極大
値や極小値を求める問題です。関数の微分
が0になる点で、関数は極小値もしくは極大値
をとると習ったことがあると思います。ここでは、
( ( ))の微分が0になる式を立てて、それを計

算すれば、最短経路を求めることができます。
方法としては2ステップで、まず最小値を与える
関数が存在することを証明し、その上で具体的
な関数を求めていきます。
　ポイントは、最大値などの「値」を求める問題
と違って、答えが「関数」の形になっていること
です。関数の微分が含まれた式を解いて、元
の関数を導くような方程式は、微分方程式と呼
ばれます。

微分される前の姿を
求める微分方程式
　微分方程式という言葉に、馴染みのない人も
多いでしょう。微分方程式とは、ある関数を微
分したもの（導関数）が式に含まれる方程式で
す。一番簡単なものはa= d̶d ( )などです。こ
の方程式を解くということは、微分される前の
( )を導くことに相当します。なお、今の例では、
答は ( ) =  ＋ C（C：定数） になります。正
しいかどうかは、出てきた答を一回微分すれば
すぐに確かめることができます。
　代表的な微分方程式にはニュートンの運動
方程式があります。物理で誰もが習うF=ma
という有名な式がありますが、これも正確には
F=m d̶2 r̶̶

dt2という、位置rの微分を含んだ微分
方程式です。放射性物質の半減期を求めたり、
経済の動向を調べたりするのにも、微分方程式
は必須の道具です。

シャボン膜の変分問題
　私が専門にしているのは実はこの逆で、解き
たいけれども解けない微分方程式があったとき
に対応する「関数の関数」を作り、変分問題に

変換して解があるかどうかを調べることです。
その中でも、物理学で出てくるシュレディンガー
方程式と呼ばれる方程式に解があるかないか
を調べる問題を特に扱っています。そこでは非
線形楕円型偏微分方程式というものが出てくる
のですが、ここではもう少し簡単な話題につい
て見てみましょう。
　シャボン玉で遊んだことがある人は多いと思
います。丸い枠をシャボン液につけると、平たい
綺麗な膜が張ります。しかし、もし針金を適当に
曲げて作った枠をシャボン液につけたとしたら、
一体どんな膜ができるでしょうか。平らな枠なら
形は想像できますが、三次元的に曲がりくねっ
た針金では、全く想像もつきません。そもそも、
本当に膜が張られるかどうかもわからないと思
います。
　実はこれも、変分問題の一種なのです。そも
そも、ある枠があったときに膜が張るのは、表面
張力によるものです。数学的には、その枠を通
るような様々な曲面を考えて、その中で表面積
が最小になるものが膜になります。膜が張られ
るかどうかという問題は、枠という条件を与えた
ときに、それを満たすような表面積最小の曲面
があるかどうかという変分問題に置き換えられ
るのです。この問題は今から何十年も前に解
かれていて、どのような歪んだ枠を考えても、必
ずシャボンの膜はできるということが証明されて
います。
　そもそも、微分方程式は具体的な解を求める
のが困難な場合がほとんどです。方程式を満
たす関数があることがわかっていても、具体的
に書くことができないことが多いのです。更に複
雑な方程式になると、解の存在すら分からない
場合もあります。そこで、最初のステップとして、
解があるかどうかを証明しなくてはいけません。
その上で解がどういう振る舞いをするのかを確
認するのです。
　現在は、弾性膜の変形を記述する数理モデ
ルにも興味を持っています。対応する微分方程
式においても面白い問題が数多く残されている
ので、今後はこれらにも挑んでいきたいと考えて
います。

分問題」です。
　ここで、求めたいものは「道の長さ」ではなく
「道」そのものを表す関数です。ところで、「道
の長さ」とは先程見たように、「道」の関数を微
分した後に積分することで出てくる値でした。つ
まり、「道の長さ」は「道」という関数の関数に
なっているわけです。
　簡単な数式を使えば、道を表す関数を ( )と
すると、道の長さを出す関数は ( ( ))となりま
す。
　すると、最短経路を求める問題は、この「関
数の関数」＝ ( ( ))を最小にするような道の関
数＝ ( )を求めよ、という問題であるとわかりま
す。
　数式で書くと難しそうに見えますが、実は同じ
ようなことは高校の微分積分でもやっています。

定義してやる必要があるのです。
　私自身もこの議論には悩まされました。今と
なってはその必要がわかりますが、知っている
ことをわざわざ難しく定義されても困るという
人がいるのもわかります。しかし、数学で一番
大事なのは上手く定式化することです。そのた
めには曖昧さはあってはいけない。言語や感覚
的に理解してきたことを、全て数学の中で理解
することこそが、大学数学の重要なポイントで
す。

　高校生の皆さんには、とりあえず3年
間習う数学をきっちりやって来てほしいで
すね。あと、私は問題集をやっていて分
からない問題があったら、とりあえず答え
をみて、その後何も見ずにできるまで繰
り返し解いていました。その辺のスタイ
ルは人それぞれだと思いますが、数学に
は粘り強さが重要なので、一つ一つの
問題を根気よくやってほしいですね。
　そして、現時点では微分積分を何に使
うかわからないかもしれませんけど、いつ
かは役に立つと信じて愚直に学んでほし
いと思います。

微分から「変分問題」へ
　これまで見てきたのは、曲線を表す関数から
「曲線の長さ」を求める問題でした。変分問題
は、この「曲線の長さ」に大きく関わってくる問
題です。図3のように、山の頂上から麓まで歩く

ときに、どの道が最短距離かという問題があっ
たとしましょう。空中を飛んだり地面に潜ったりし
て良いのであれば、頂上と麓を結んだ直線が
最短ですが、実際にはそうはいきません。山は
でこぼこしていて、考えられる道筋はいくらでも
あります。このような最短経路を探すものが「変

図２

図3

図1
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温度を変えると、水は氷になったり水蒸気になったりします。
この現象は、液体から固体に、あるいは、液体から気体になっているとも言えます。
このような現象を相転移と呼びます。相転移は固体の中でも起こり、
相転移に伴って物質の性質が大きく変わることがあります。
温度を変えたり圧力をかけたりすると、磁気的性質が現れたり、
電気抵抗が急激に変化したりする場合がその例です。
X線回折によって物質の結晶構造の変化を調べ、物質の性質の謎に挑んでいる
下村晋先生に、その調べ方と実例についてお話しをお聞きしました。

物質の本質がはっきり現われる「革命」を捉えろ！

物質の変化をミクロな
結晶構造から探る　

博士（工学）。専門は物性物理学、構造物
性、X線回折、X線散漫散乱、コヒーレントX
線回折など。学部3年生のとき、実験でX線
を使ったNaCl結晶の回折現象を調べたこ
とが現在の研究分野との出会い。教員や大
学院生からの刺激を受けてX線回折による
物性物理学の研究に興味を持つ。これまで
に知られていなかった物質の性質を発見す
ることや、なぜそういう性質が現れるのかを
ミクロな観点から解き明かすところが物性
物理学の魅力と語る。奈良県立北大和高校
（現：奈良北高校）OB。

理学部　物理科学科

下村　晋 准教授

　原子が規則正しく周期的に並んでいる結晶にX
線をあてると、条件が満たされたときに反射強度が
現れます。その現れ方は周期的であり、グラフに表
すと上のグラフのようになります。
　何らかの要因によって結晶中の原子の位置が
変わって周期性に変化が起きると、それに応じてX
線回折にも変化が現れます。下のグラフのように、
もともとあった強い強度の間に新たな反射強度が
現れることがあります。このような反射を超格子反
射と呼びます。超格子反射は結晶構造に変化が
起きたことを知らせてくれるサインといえます。

超格子反射

図 3　SmNiC2 の電気抵抗率の温度変化

物質の結晶構造を
探り出す短い波長
　私の研究は、X線を使って物質の結晶構造
に関する情報を得て、物質の性質の起源をミク
ロな観点から明らかにすることです。なぜX線
を使うのかというと、可視光を用いて物質を光
学的に拡大していっても限界があるからです。
可視光の波長は原子と原子の間隔よりもずっ
と長いため、原子の並びを直接見ることができ
ません。それに対して、X線は紫外線よりさらに
波長の短い電磁波で、その波長はちょうど原子
と原子の間隔と同じぐらいです。そのため、結
晶構造を調べるのにX線が使われるわけです。
　X線を発生させる方法は、X線管を用いるの
が一般的です。このほかに、放射光（シンクロト
ロン放射）を用いる場合もあります。放射光と
は加速器から放射される電磁波のことで、優れ
た特性をもつことから実験をする上で様 な々利
点があります。
　X線によって結晶構造を調べる方法は、私
たちが日常的にものを見る方法とは異なり、X
線を結晶に当てたときに起こる回折現象を利
用します。結晶では規則正しく並んだ原子が
回折格子のように働き、散乱されたX線が干
渉することによって、特定の条件が満たされた
ときに強い強度が現れます。この条件は、原子
が構成する面によってX線が反射されると考え
ることによっても理解できます。図１に示すよう
に、X線が の角度で入射し、距離 の間隔を
もつ面によって反射されるとします。隣り合う2
つの面で反射したX線の道のりの長さの差が
X線の波長 の整数倍になったとき、すなわち
2 sin  = （ は整数）の条件が満たされた
とき、干渉による強め合いが起こり「ブラッグ反
射」と呼ばれる強い強度が現れます。この条件
式はブラッグの条件と呼ばれ、高校の物理の
教科書にも載っていますのでご存じの方も多い

一桁も不連続に減少します。この折れ曲がりや
不連続な変化は相転移が起こっていることを示
しています。興味深いのは、17.7 Kでは強磁
性相への相転移が起こることが既に報告され
ていますので、磁気的変化と電気的変化が同
時に起こっていることです。
　148 Kでの相転移は、電荷密度波という状
態への変化ではないかと考えました。電荷密
度波は、電子密度が空間的に特定の周期で変
化した状態です。電子と格子の相互作用が存
在する場合には、格子の歪み（原子の変位）が

と思います。
　数多くのブラッグ反射の強度を収集し、その
強度を解析することによって原子がどのように
並んでいるのかを明らかにすることができます。
これを結晶構造解析と呼びます。これまでに、
数多くの物質の結晶構造がX線回折により明
らかにされています。
図１　結晶によるX線回折

は原子が規則的に並んでいることに由来してい
ますが、原子の位置がその規則からわずかに
乱れると、非常に強度が弱いぼやけた散乱強
度も現れます。このような散乱を「X線散漫散
乱」と言います。X線散漫散乱を測定すること
により、結晶中の原子の並びの乱れや格子振動
（結晶格子を構成する原子の微小振動）に関
して知ることができます。相転移が起こる際に
はその前兆が「ゆらぎ」となって現れる場合が
あり、X線散漫散乱を測定することによって、そ
の様子を捉えることができます。

放射光を用いたX線回折によって
SmNiC2の特異な性質を解明
　X線回折を用いた最近の研究例を紹介しま
す。私たちは、SmNiC2という化合物を舞台と
して、電荷密度波と呼ばれる現象が起こってい
ること、さらに、その電荷密度波がこれまで関
係がないと思われていた磁性と強い相関があ
ることを示す実験結果を得ました。
　SmNiC2は図2に示すような結晶構造をとり
ます。この物質の電気抵抗率は、温度変化に
対して複雑な様子を示します（図3）。温度の
低下に対して、148 K（約-125 ℃）で折れ曲
がりを示し、さらに17.7 K（約-255 ℃）で約

同じ周期で同時に発生することが知られていま
す。図4に電荷密度波の概念図を示します。 
(a)は電荷密度波になる前の状態で、原子は長
さ で等間隔に並んでおり電子密度は一様だ
とします。(b)は電荷密度波状態の例で、電子
密度の変化と原子の変位が起こっており、その
周期が倍の2 となっている様子が描いてあり
ます。電荷密度波状態になり、原子の位置が周
期的に変化すれば、X線回折で捉えることがで
きるはずです。
　そこで、兵庫県播磨科学公園都市にある
SPring-8と呼ばれる実験施設で放射光を用
いた精細なX線回折実験を行いました。その
結果、148 K以下で結晶構造の周期が変わっ
たことを知らせてくれるサインである超格子反射
（衛星反射）※コラム参照と呼ばれる新しい反
射が現れることを見出しました。さらに148 K
以上ではX線散漫散乱が観測されました。こ
のX線散漫散乱は格子振動の振動数が減少
することを示唆しており、電荷密度波転移の前
兆現象と考えられます。これらの実験結果は、
148 K以下で電荷密度波状態になっているこ
とを示しています。
　さらに17.7 K以下に温度を下げると、超格

子反射（衛星反射）が消失することがわかりま
した。このことは、148 K以下で形成された電
荷密度波が17.7 Kでの強磁性転移に伴って
消失するとして理解できます。以上のように、電
荷密度波と磁性とが強く結合したこれまでにな
い現象であることを発見したのです。

物性物理学の重要性
　X線回折を用いて結晶構造やその変化を調
べる実験手法と、相転移に関する最近の研究
の一例を紹介しました。
　ラウエによるX線回折の発見から約100年
が経ち、X線回折・散乱に関わる実験技術や
解析法は大きな進歩を遂げています。さらに、
放射光の登場によってX線を用いた新しい実
験手法が次 と々開発され、新しい研究分野も
生まれています。
　物性物理学は基礎的な学問として魅力的な
分野であり、理論、実験の両面から発展し続
けています。一方で、物性物理学はエレクトロ
ニクス等の様々な分野に応用されていることか
ら、実学という側面も持っており、その重要性
は今後も変わらないと考えられます。私自身も、
「物質の性質の謎の解明」に今後も関わって
いきたいと考えています。

X線の目

図 4　電荷密度波の概念図

相転移は物質内の革命
　私は、低温や高温、高圧、強磁場といった
様々な環境下で物質がどう変化していくのか
を調べ、物質の性質を結晶構造の観点から解
き明かすことに興味を抱いています。温度や圧
力、磁場といった物質をとりまく外部環境を変
えると、絶縁体から金属に変わったり、磁気的
性質が変化したりする場合があります。このよ
うな相転移による変化は2つの状態間の劇的
な変化であり、物質内の革命に例えられること
もあります。

原子が動くと回折も変わる
　外部環境を変えながら物質にX線を当てて
調べると、結晶構造の変化を知ることができま
す。結晶構造が変わるとその変化に対応してX
線回折強度のパターンも変わります。例えば、
反射の強度や位置が変わったり、反射が現れ
たり消えたりといったことが起こります。
　結晶の様子を捉える方法は、ブラッグ反射
を調べるだけにとどまりません。ブラッグ反射

図２　SmNiC2 の結晶構造
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コンピュータ理工学部
コンピュータサイエンス学科

外山　政文教授

未来のコンピュータと言われる量子コンピュータ。
量子力学の原理を動作原理とし、従来の不可能を可能にするテクノロジーです。
現在のコンピュータでは宇宙の年齢ほどの長い時間がかかってしまう計算でも、
極めて短時間で解いてしまいます。
しかしその実現には、コンピュータ上で効率よく機能する量子アルゴリズムが不可欠です。
まだ誰も触れたことのないコンピュータを動かすための、全く新しいロジック、
その最先端を研究する外山政文先生に、お話を伺いました。

理学博士。現在の専攻は量子論を中
心とした数理物理学、量子情報物理。
元 の々専門は中エネルギー核物理学
だが、関連領域として量子情報物理
の研究を行い、量子コンピュータの量
子アルゴリズムの改良などに成果を
あげる。最近の興味は非可換量子力
学。奈良県立御所工業高校OB。

量子コンピュータの頭脳としての量子アルゴリズム

量子力学の反常識が創りだす
量子コンピューティングの世界

　数学や物理の勉強ではただの暗記ではなく意味を理解することが重要で
す。100個の公式を丸暗記するより1つの公式の意味を理解することの方
が今のみなさんには大切です。
　例えば を微分したら1になる、という計算があります。この計算はできても、
なぜ1になるのか？それを直線の傾きというイメージと結びつけて理解するこ
とが必要です。もちろん、一人で本質的な理解にたどり着くのは大変かも知
れません。しかし、一つうまい方法があります。それは“先生を困らせる”ことで
す。先生を困らせるなどと言えば叱られそうですが、要するに、納得できるまで
質問をすることです。その議論を通じて本質的な理解に到達出来ることもあり
ます。何よりも先ず知的好奇心を旺盛にすること、これに尽きます。
　最後に、この記事を読んで訳が分からないことが多くて戸惑った人もいるで
しょう。しかし、大学ではこのようなことを勉強出来ると意欲を持ってください。

　量子力学は、ミクロの世界を扱う物理学で、20世
紀初めに生まれ1930年代には一応理論的完成を
得た学問分野です。これまで、量子力学が解決でき
なかった問題はないとまでしばしば言われるほど成
功を収めてきました。しかしその原理に関しては未
だにはっきりしない問題が残されています。不確定
性原理に代表されるように、ある意味で“あいまい
さ？”が最大の売り物であった自然科学としての量
子力学が、今や確定的な結果に導く情報処理科学
へと変貌しようというのだからその研究は一筋縄で
は行きません。量子情報では量子力学の原理が情
報処理や量子コンピュータのプロトコルや動作原
理と直結しています。そして、量子情報の研究の進
展に伴って逆に量子力学の原理的な問題が再検討
されるという大変おもしろい時代を迎えています。
　この量子力学が記述するミクロの世界では、私た
ちが見慣れたマクロな世界の常識が通じません。例
えば、ミクロの粒子の挙動は確率的にしか予測がで
きないし、測定して初めてミクロの粒子の状態が確
定します。これをミクロの粒子のスピンという量で説
明しましょう。
　ミクロの粒子は、スピンと呼ばれる量を持ってい
ます。歴史的な経緯でスピンと名付けられています
が、古典的な自転というイメージで捉えるのは間違
いです。このスピンこそ最も量子力学的な量で量子
力学でしか記述できません。例えば電子の場合、ス
ピン1/2を持っていると言いますが、この電子のス
ピンの基本的な状態は2つです。この2つの状態を
右回りスピン状態、左回りスピン状態、或いはもう

量子力学の不思議と面白さ

２つの状態が
重なりあった量子ビット

　従来のコンピュータ（量子コンピュータに対して
「古典コンピュータ」と呼びます）では、全ての
情報は0と1の組み合わせで表現されます。これ
を「ビット（bit）」と呼びます。古典コンピュータの
中では、このビット列を変換し異なる状態にするこ
とを繰り返して計算を行っています。例えば、5に
1を足して6にするという計算は、5の2進数表記

「101 」の一番右側の1を0に、次の0を1にす
るという変換によって「110 」を得るという形で理
解されます。この変換規則は、論理回路と呼ば
れるもので自由に作ることができます。
　現在主流となっている量子コンピュータの原
理はドイチ（David Deutsch、1953 -）という物理
学者によって考案されたものです。その量子コン
ピュータも、同じような「量子ビット」を操作する機
械ですが、量子ビットは上記の古典ビットとは違
い、0か1かだけではなく、その“中間的”な状態
も取ることができます。中間というと0.5などの値
を思い浮かべるかも知れませんが、決してそうで
はありません。0の状態と1の状態を、同時にとる
ことができるのです。一見、常識に反しているよう
に思えますが、それは量子コンピュータが量子力
学の原理に基づいているためです。量子力学
は、ミクロの世界での物質の振る舞いを明らかに
する力学で、直観とは全く異なる世界像を受け
入れることを私たちに強います※コラム参照。だ
からこそ、量子コンピュータは従来とは全く異なる
コンピュータになるのです。
　量子コンピュータのビットは|0＞、|1＞のように
ケットと呼ばれる特殊な括弧の記号を使って表
現されます。これは古典ビットの0、1とは違い、
いわゆる量子状態にラベルをつけたものです。
この量子状態というものに量子力学の不思議
が凝縮されています。1つの量子ビットは、例え
ば  1̶√2 |0＞ ＋  1̶√2 |1＞※1といった、|0＞と|1＞が
同じ確率で重なり合った状態をとります。これが

先に述べた“中間的”という意味です。ただし、重
なり合った状態が保たれるのは、誰も見ていない
状態に限り、その状態を観測すると50％の確率
で|0＞に、50％の確率で|1＞になります。量子力
学では、これを測定による状態の収縮と言います
が、実は、これが量子計算にとって重要な要素に
なります。
　古典ビットは、例えば、3つ並べた＜000＞や
＜010＞といった個々の情報を個別にしか扱え
せん。しかし、量子ビットでは、|000＞から|111＞
まで、8つの全ての状態を同時に扱えるのです。
40個量子ビットを並べれば、扱える状態は1兆に
もなります。この1兆個の状態に対してある処理
を行うと1兆個の重ね合わさった全ての状態に
対して並列的にその処理が行われます。
　もちろん、1兆個の状態で同時に処理が行え
たとしても、一度測定すれば、その中のどれか1
つの状態が確率的に選択されてしまいます。そ
れでは意味がないので、最終的に、欲しい答の
状態だけを取り出すために、欲しい答が測定によ
り選択される確率を高めることが必要になります。
このように、量子計算では測定が決定的な意味
を持ち、測定という処理に至るまでにいかにして
重ね合わせ状態を効率よく処理するかを考える
のが量子アルゴリズムの研究です。
※1　 1̶

√2
は確率の重みを表す係数。2乗すると確率になる。ここ

での＋は、足し算ではなく、状態が重なり合っていることを示す。

ただの箱に命を吹き込む
量子アルゴリズム

　量子コンピュータは、残念ながらまだ完成して
いません。実験機はできていますが、実用的な
量子コンピュータは実現できていないのです。
　さらに、量子コンピュータが仮に完成したとして
も、先に触れたように、量子アルゴリズムがなけれ
ば何の意味もありません。私たちの使っているパ
ソコンである計算処理をする場合でも、目的に対
して最適な処理のルールを与えることではじめて
欲しい答が得られます。このルールこそがアルゴ
リズムです。
　古典コンピュータがビットを論理回路で操作し
て計算を行うのと同じように、量子ビットは、量子コ
ンピュータの中にある論理回路で操作されます。
具体的には、 |0>と|1>を入れ替えたり、 |1>の
符号を反転させて‒|1>にしたり、|0>を  1̶√2 |0＞ 
＋  1̶√2 |1＞のような重ね合わせにするなど、様々
な操作が可能です。このような操作を行うものを
「量子ゲート」と呼び、これらを組み合わせたも
のを量子回路と呼びます。そして、どの量子ゲー

トをどんな順番で組み合わせれば望む処理を
実現できるかというところが、まさに量子アルゴリズ
ムそのものなのです。
　量子コンピュータの研究というと、実用的な量
子ビットを物理的にどう実現するかを想像しがち
ですが、実際には量子ビットをどのように操作して
目的の状態に持っていくかというアルゴリズムがな
くては量子コンピュータの実現はありえません。
　実用性があると言われる量子アルゴリズムは、
現在わずか2種類だけです。一つは、ショアのア
ルゴリズムといって、大きな桁数の素因数分解に
威力を発揮するアルゴリズムです。そしてもう一
つが、私が最近その改良を目的として手がけた
グローバーのアルゴリズムです。

グローバーのアルゴリズムの
欠点を克服

　グローバーのアルゴリズムは、量子探索アルゴ
リズムと呼ばれます。これは、大量のデータの中
から、ある条件に合致するデータを見つけるため
のアルゴリズムです。
　例えば、3つの古典ビットの並びを入力できるブ
ラックボックスを考えます。これに、特定の1と0の
並びを入力したときのみ、ランプが光るとします。
正解は＜010＞かもしれませんし、＜110＞かもし
れません。取り得る状態は 23=8通りなので、古
典コンピュータで正解を探すには、最大で8回、
平均でも4回は試行して、条件と合致するか確
かめなくてはいけません。ところが、量子コンピュー
タではこの8通りの場合をまとめて一度に量子回
路に入力できます。これは、先に述べたように、量
子コンピュータでは8通りの状態の重ね合わせを
一度に並列に処理出来るからです。ただし、そ
の1回の試行後に測定したのでは、（答が仮に1
つあったとして）必ずしもその正しい答えが得ら
れるとは限らず、間違った答えが得られる確率が
かなり大きいのが普通です。そこで正しい答えを
得るために、さらに連続して複数回同じ量子回
路に入力を繰り返す必要があります。そうするこ
とにより、量子干渉という量子力学特有の干渉
効果により正しい答えを得る確率を大きくすること
ができます。グローバーのアルゴリズムは、 N個の

取り得る状態に対し、 √N回程度の回数の連続
入力で求めるデータを見つけることができます。
今の例の場合は2～ 3回程度の繰り返し入力
で、高い確率で1個の正しい答えの探索に成功
します。
　データ数が増えれば増えるほど、グローバー
のアルゴリズムは威力を発揮します。100億個の
データを探索する場合、古典コンピュータは平均
で50億回の探索が必要なのに対して、わずか
10万回程度の探索ですむのです。
　問題は何回探索を行うのか、すなわち何回
量子回路に通すのかを決定するためには、「00
……00 」から「11……11 」という全データの中
で「目当てのデータが何個あるのか（隠されてい
るか）」が分からなくてはいけないということです。
グローバーのアルゴリズムでは複数回の探索で
確実性が上がりますが、最適な探索の回数は、

全体のデータに対する欲しいデータの数で決ま
ります。探索すればするほど確実性が増すよう
に思うかもしれませんが、この量子アルゴリズムで
は、最適な探索数よりも多く探索すると、答が見
つかる確率はかえって低くなってしまうのです。
　そこで考えたのは、求めたい状態の数を一切
知らなくても、いつでもほぼ確率１で答えを出して
くれるアルゴリズムの開発でした。私が最近発表
した「多重位相整合」と呼ばれる手法では、探
索回数は予め一定の回数に決めておきますが、
欲しい状態の数を知らなくても、１または極めて
1に近い確率で欲しい状態を見つけることが出
来ます。いわば、グローバーのアルゴリズムの改
良版であり、応用的にも非常に意義があります。
ここで注意して欲しいのは、探索回数と探索の
成功の確率および探索に必要な多重位相パラ
メータは、古典コンピュータ上でのシミュレーション
で予め決められる、ということです。これが重要な
ポイントです。ここでは詳しく立ち入りませんが、こ
の改良アルゴリズムの探索効率と量子ビット間の
「量子絡み合い」（エンタングルメントと言う）による
「非局所相関」とは複雑な関係があることが分
かっています。これは、「量子力学の非局所性」
という量子力学の最も摩訶不思議な話です。
　これは、「実用的な量子コンピュータができたと
したら」という仮定に基づいた、とても数学的で
抽象的な分野の研究です。今はまだ理論のみ
に留まっていますが、やがて量子コンピュータの
ハードウェアが実現し、この研究が目に見える形
で役立つ日がやってくることを期待しています。

少し量子力学的に上向きスピン、下向きスピンとも
言ったりもしますが、それはあくまでも方便である
ことに注意してください。例え話として、この電子を
箱の中に入れ磁場をかけたとします（これは正に最
もシンプルな量子ビット系のトーイモデルです）。す
ると誰かが箱を開けて観測するまでは、例えば「右
回りの状態が50％、左回りの状態が50％で重な
り合っている」という奇妙な状態にすることができ
ます。この状態の重ね合わせは、箱の蓋を開けて観
測することによってどちらかに100％確定します。こ
のように状態が1つに定まるプロセスを測定による
「収縮」と呼びます。
　「重ね合わせ」という概念は、日常経験からは直
観的には理解できません。現に量子力学の研究者
の間でも、重ね合わせは存在するが実在はしないと
か、重ね合わせ状態が収縮してある一つの状態が
確定すると残りの状態はどうなったのか、とか未だ
に様々な一見奇妙な議論が為されます。例えば、複
数の並行世界が重なりあっていて、観測する度に世
界が分岐しているというSFのような解釈（多世界
解釈）も存在するくらいです。これは量子力学の解
釈問題といって古くて新しい“非実用的”だけれども
我々を魅了してやまない“永遠？”の課題です。先に
触れたドイチがこの多世界解釈の代表的な推進者
です。
　この量子的な状態の重ね合わせと測定による状
態の収縮という奇妙な事象こそが、量子コンピュー
タの根本原理になっています。ドイチにとっては、実
用的な目的というより上記の多世界解釈を実証す
るのが、量子コンピュータ開発の目的だったという
話もあります。
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博士（工学）。専門はオブジェクト指向データベースとマルチメディアデー
タベース。小学校2年生のときから当時まだパンチカードで動いていたコン
ピュータに興味を持ち、関係する仕事につきたいと思っていた。大学に入った
当初はコンピュータ専門ではなく、ロボットや光センサーを扱う制御工学をメ
インに学んでいたが、研究室配属時に、情報科学専門の先生と出会いデータ
ベースを学ぶ。大学院修士課程では最後の最後まで就職志望で内定まで決
まっていたが、兄弟との些細なやりとりから、一転して進学へ。結果的にそのと
きの五分間が人生の転機となり、現在に至る。兵庫県立伊川谷高校OB。

コンピュータ理工学部
ネットワークメディア学科

大本　英徹教授

携帯電話やインターネットに囲まれた私たちの日常には、様々なデータが溢れています。
そのデータをわかりやすく整理し、まとめたものは「データベース」と呼ばれます。
情報が蓄積されたデータベースは、そのままでは意味を為しません。
この情報をどのように活かせば、私たちの生活はより良いものになるのか。
その鍵は、データベースに基づいて構築されたシステムにあります。
実際に役立つデータベースシステムの構築を行なっている大本英徹先生に、
日常に密着した新しいシステムの中身について、お話しいただきました。

日常を快適にする
データベースシステム

今ある仕組みを活かして世の中を変える

　昨今、日本語力・文章力が足りず様々
な局面で苦労している学生をよく見かけま
す。試験の答案やレポートから、就職活動
時のエントリーシートまで、文章力は必ず要
求されます。しかし、書くためにはそもそも読
む能力がなければいけません。今の学生は
読書量が非常に少ない傾向にあります。
　そこで、高校生の皆さんには、時間が十
分にある今のうちにぜひ読書習慣を身に
つけてほしいと思います。数学や物理の
勉強はもちろん大切ですが、理工系の学
問は暗記ではなく、原理や仕組みの理解

コンピュータの
大きな裏方データベース

　私が研究しているのは、データベースシステ
ムを応用した情報システムです。世の中で利
用されている様々なシステムの裏側では、デー
タベースが動いていて、そこに色々な情報が蓄
積されています。データベースとは、そのような
様 な々データを整理、統合し、欲しいデータの
検索を容易にする仕組みです。この仕組みを
活用して日々の生活を便利にするシステムを研
究し、実際に開発するのが私の仕事です。最
近は学生と一緒に開発することが多く、カメラ
に写した手の動きを認識してパソコンを動かす
システムや、大勢で別々のパソコンからデータ
編集ができるソフト、剽

ひょうせつ

窃レポートの自動検出
システムなど、様々なシステム開発に取り組ん
できました。
　ここでは、その中でも特に成功した具体的な
二つの例についてお話しします。

携帯電話を活用した
出席管理システム

　最初に取り上げるのは、学生の出席を自
動的に管理するシステムです。このシステムを
作った当時、Javaというプログラミング言語で
書いたプログラムを携帯電話で動かすのが流
行っていました。
　せっかくプログラムが動くというのに、当初の
Javaプログラムはせいぜいゲームぐらいのもの
でした。それだけではさほど価値はありません
が、私たちは携帯電話が情報端末、すなわち
何かのシステムを使うときの窓口になりうるとい
う点に着目しました。
　スマートフォンが普及してきた今日では珍し
くない発想ですが、当時はメールがせいぜい、
インターネットはようやく繋がるといった程度で
した。ビジネス分野では多少研究されていたも
のの、学生が利用するサービスで携帯を端末
装置として使ったものはありませんでした。そこ
で、学生の目線から役に立つものを作ろうと考
えたのです。
　当時から携帯電話にはカメラがついていて、
QRコード認識機能が使えました。そこで、机
の上にQRコードを貼り付けておき、それを画
面に写してボタンを押すだけで出席がとれると
いうシステムを実現しました。
　単に自動化されるだけでなく、この出席管理
システムを使えばどの学生がどの席に座ってい
るのか特定できるので、大教室での講義でも
学生をピンポイントで名指しすることができま

うな場合、他で使われている技術を転用でき
れば、上手くいく可能性は高くなります。
　私自身は、論文の上では出来ていても実社
会では使えないようなシステムにはあまり興味
がありません。私が興味を持っているのは、現
実に動く新しいシステムです。欲しいけれども
存在しない、そういうものを開発していきたい
ですね。その上で、携帯電話のように普及して
いるシステム要素をうまく活かせれば、社会的
にも大きなインパクトがあります。
　情報系の研究環境、例えば携帯電話を取り
巻く環境は、わずか数年で次 と々状況が変わり
ます。実際スマートフォンがこんなに普及する
とは4、5年前には予想できませんでした。時
代に対応するシステムを作っていくのも、また
大事なことです。
　これからも、ユーザーの一人として「できたら
いいな」と思うことを、新しく見つけて解決して
いきたいと考えています。

す。そうすれば教室の雰囲気も引き締まり、授
業の活性化が期待できます。
　この研究の延長として、ネットワークに繋
がったカメラを教室に据え付けて、講義を聴く
学生の映像に「誰が座っているのか」という情
報を重ねて映すシステムも開発しました。名前
と学生証番号を映像に重ねて表示するところ
まで実現させましたが、技術的には、名前だけ
ではなくて、出席率や取得単位も表示できるで
しょう。そうすると授業の方法や雰囲気が大き
く変わる可能性があります。眼鏡型ディスプレ
イなどが何らかのきっかけで普及すれば、眼

を読み込めば隠された情報を復元することが
できます。
　電子署名は電子暗号の技術に基づいた、個
人を特定するデータです。この技術は、法的に
誰が書いたのか証明しなくてはいけない場合
や、著作権関係に効力を発揮します。仕様を
知っていても書き換えることができないので、
極めて証明能力が高いのです。
　更に電子署名を用いて、元のファイルを一切
変更せずに「見た」という印をつけることも可能
です。企業では、稟議書や企画書などを「見た」
ことを証明するのによく印鑑を用いますが、この
技術を使えば、印鑑どころか紙に文書を印刷す
る必要さえなくなるのです。
　商用アプリケーションでの開発はまだ難しい
ので、今は無料で配布されているオープンソー
スソフトウエアのOpenOffi  ce.org向けに開発
をしています。これが商用アプリケーションで使
えるようになれば一層便利になるでしょう。

実用的なシステムを目指して

　「実際にできる」と「実用的である」というこ
とは違います。
　拡張現実のメガネ型ディスプレイのように、
技術としては既に可能であっても、一般に普及
していないものを用いて開発するのはコストが
かかります。大学教育分野は市場マーケットと
しては小さすぎるので、より広く社会的に普及
するものでなければ実用化は困難です。このよ

せずにプログラムを書くことができます。今後
Androidが普及し、一般的になれば、さまざま
な端末で最低限の動作が保証されます。そう
すると、システムを公開して色 な々大学に自由に
使ってもらうことも可能になるでしょう。

読んだ人すべての記録が残る
電子署名システム

　次に、より一般に向けて研究しているシステム
の例についてもお話ししましょう。一つのファイ
ル（電子データ）を何人かの手を経由しながら
作っていくとき、「誰が最初にファイルを作ったの
か」「誰がどこをどう編集したのか」といった情報
を知りたい場合があります。そういうときに役立
つのが、電子署名と呼ばれる技術です。
　MS WordやExcelなど、最近のワープロソ
フトで一般的に使われている電子文書フォー
マットに、XMLという言語があります。XMLは
汎用性が高く、文章用だけでなく画像用など
色 な々用途に使うことができます。
　この言語は、XMLタグというものを使って、
文書に新しい情報を付け加えることができま
す。ポイントは、元のデータと全く無関係な情
報を埋め込んでも、表面上は元のファイルと全
く同じように扱うことができるという点です。こ
の機能を使い、ワープロ文書の中に、電子署
名、変更日付、ファイルのどこが変更されたか
という差分情報を埋め込んでいくのです。そう
すると、一見普通の文書でありながら、データ

　まず、あるデータに対応するハッシュ値を計
算します。ハッシュ値とは、あるデータから数学
的計算によって出てくる値で、もとのデータを少
し変えるとガラッと変わってしまうという性質を
持っている数列です。同じデータであれば、何
度計算しても全く同じハッシュ値が出てきます。
　このハッシュ値を、公開鍵暗号と呼ばれる
方式で暗号化します。公開鍵暗号方式の特
徴は、暗号化するのは本人だけが可能な一方
で、暗号を戻すのは誰にでもできるという点で
す。暗号化には「秘密鍵」と呼ばれるものを
使いますが、これは暗号化する本人にしかわか
りません。他の人に暗号を解読してもらうため
には、暗号に「公開鍵」と呼ばれるものを添付
しておきます。「公開鍵」は暗号を解くための
鍵です。この鍵を使って暗号が解けたならば、
間違いなく暗号化したのが本人であることがわ
かります。また，「公開鍵」自体が真正（本物）
である事を証明するために，やはり公開鍵暗
号に基づくPKI (Public Key Infrastructure)
という仕組みが使われます。
　こうして、データから実際に計算したハッシュ
値と、暗号を解読して得られたハッシュ値が一
致したならば、そのデータを作成したのは暗号
を作成した人であるということが証明できます。
この原理を使って、本人証明を行うのが電子
署名のアイデアです。

電子署名の基本的な考え方

　私が整備・構築しようとしているものの一つ
に、講義収録システムがあります。ネットワーク
に接続するビデオカメラで講義を撮影し、授
業で使用したパソコンのスライドや図版もあわ
せて、配信するものです。予め収録するスケ
ジュールを決めておけば、特定の曜日、時間帯
に勝手にビデオを撮影して、サーバーにアップ
ロードしてくれるでしょう。このシステムを使えば、
授業の復習が容易にできます。
　さらに、動画を各自のパソコンにダウンロード
して、最終的にiPodなどの携帯プレイヤーに
入れて持ち運べるポッドキャストの形式をとれ
ば、通学等の空き時間に見ることができます。
　こういうサービスを行うと出席者が減るかもし
れませんが、意欲的な学生は講義に来ると思
いますので、問題はないでしょう。リアルタイムで
出席を取ったり、小テストやグループワークを行
えば、出席率の低下も防げるかもしれません。

講義収録システム

を問うものがほとんどです。従って、理解し
たことを言葉で表現できなくては、理解して
いると見なしてもらえないこともあるのです。
　読書は受験に直結しないように見えま
すので軽んじられがちですが、間接的には
必ずつながってきます。文章を読むことは、
習慣がついていない最初のうちはしんどい
かもしれません。しかし、そこを超えたところ
に面白さがあるので、脳の筋トレだと思っ
て頑張ってほしいです。読書によって得ら
れた力は、やがて一生の財産になるはず
です。

鏡をかけて学生を見るだけで様々なステータ
スが表示される、AR（拡張現実）のようなシス
テムもできるかもしれません。
　実は当時、Javaを動かせる端末はNTT 
Docomoのみで半数程度の学生しか利用で
きないという難点がありました。また、同じプロ
グラムでも、キャリアや機種が変わるだけで動
かなくなることもあります。商用のプログラムで
あればすべての機種への対応をチェックしま
すが、そこまでのコストはかけられません。
　そこで注目しているのがスマートフォンに用い
られているOSであるAndroidです。Android
端末ではキャリアや機種の違いをあまり気に

名前 　京産　太郎
出席率△△　単位数○○
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コンピュータ理工学部
インテリジェントシステム学科

小林　聡教授

背理法による証明はみなさんよくご存知だと思います。
「Aではないと仮定すると矛盾が導かれる。よってAである。証明終わり。」
この証明方法を学んだとき、疑問を抱いた人はどのくらいいるでしょうか？　
「なんだか、屁理屈みたいだ」「これで本当に“Aである”を証明したことになるのか」
といった疑問です。このような疑問は決しておかしなものではありません。
実は、数学とコンピュータ科学の世界もこの問題に悩まされてきました。
コンピュータの行う計算を数学という基礎から研究されている
小林聡先生にコンピュータが抱える計算の問題についてお聞きしました。

博士（理学）。専攻は理論計算機科学、ソフ
トウェア基礎理論、非古典論理、構成的論
理。高校生のときには、すでにプログラム電
卓を使ってオリジナルのゲームを作ったり、
論理学の一分野である集合論を学んだりし
ていた。「おもしろくてしょうがなかった」とい
うほど集合論に魅せられたが、コンピュー
タへの興味から大学では電気関係の学科
に進学するつもりだった。ところが、大学で
数学を学ぶうちに「やはり自分は論理学に
興味がある」と再認識。4年生のゼミから
現在の研究分野へ。9歳頃からの趣味であ
る音楽活動も、今では音楽情報処理という
形で研究対象のひとつとなっている。兵庫
県立川西緑台高校OB。

20世紀の数学が直面した
計算することの限界

神様のコンピュータは止まらない？

　排中律の無制限の使用に反対した数学者として有名なのがオランダのブラウワー
（Luitzen Egbertus Jan Brouwer、1881～ 1966）です。彼は、排中律への批
判として「円周率に0が100個並ぶ場所がないかどうかどうやって分かるのか」という
例を挙げました。円周率は終わりなく数字が並ぶ無理数です。計算を続けていけばも
しかしたらいずれ0が100個並ぶ場所が出てくるかもしれません。でも、それは今のと
ころ誰にも分かりません。確かめるためには計算を延 と々続けなければなりませんが、
出てこなければいつまでも計算が終わらず、まさに停止しない計算になってしまいます。
このような考え方から、ブラウワーは「排中律を無条件に使うべきではない」と主張しま
した。このような主張は当時論議を呼びましたが、ブラウワーの思想は今日の構成的
数学を生み、コンピュータ科学へ大いに寄与しました。

排中律はほんとうに正しい？　ブラウワーの反例

華やかな数学の発展の陰に
コンピュータ科学への暗雲
　おおよそ19世紀まで、数学と言えば存在す
る解を求める学問でした。解が具体的に求まる
ことが、問題が解けたということであり、具体的
な解が分からないのであれば、それはまだ解け
ていないということだったのです。
　ところが、19世紀も半ばを過ぎると、代数学な
どの分野の高度化によって、具体的な計算に
よって証明を行うことがしばしば非常に困難とな
りました。そこで、「具体的な解は分からないが、
ただ解が存在することだけを証明する」という
アプローチが取られるようになり、「存在しないと
仮定すると矛盾するから存在する」という背理
法が脚光を浴びることとなりました。背理法では

ない」という状況はコンピュータ科学の立場か
らは不満です。そのような証明を避けたければ
一般に排中律の使用を避けなければなりませ
ん。排中律と同等の原理である背理法もそうで
す。そのような論法を避けて、解の存在が証明
できたらその計算方法も必ずわかるような形で
数学を展開してみよう、という考え方で展開され
る数学を「構成的数学」と呼んでおり、私の研
究テーマの一つです。
　19世紀までの数学は基本的に構成的数学
で展開でき、それ以降の定理についても、証明
をやり直したり、定理の記述を少し修正するこ
とで排中律を避けることは案外うまく行きます。
20世紀の数学が解の計算方法を問わなくなっ
たといっても、実際にはちょっと工夫すれば計算
に応用できる研究成果が多いのです。
　しかし、排中律や背理法の一般形を使った
途端、我々は「プログラムが止まらず、計算結
果を出せない」という問題に阻まれます。定理
の解をコンピュータに計算させたければ、排中
律の使用はどうしてもあきらめなければならない
のでしょうか?
　私は現在、この問題にも取り組んでいて、ひ
とつのモデルを考えています。それは、非常に
弱いバージョンの排中律を認める代りに、「コン
ピュータが間違える」ことも許す、というもので
す。正しい答を出そうとして永遠に計算を続け
て黙りこくってしまう代りに、このモデルでは「最
初のうちは間違えても良いからとりあえず答を
出す」ことが許されます。しかし、間違いを放っ
ておくわけではなく、プログラムは一種の学習を
続け、間違いに気づいたら他の解を出します。
それも間違っていたらまた別の解を出す、という
ことをくり返し、そうして学習を続けるうちにいつ
かは正しい解を出します。ただ、それがいつに
なるかは一般に保証できないのですが。
　これは科学の仮説と実証との関係をイメー
ジすると分かりやすいと思います。科学では一
般的な法則を仮説として研究を進めます。しか
し、実験によって仮説の誤りが見つかることが
あります。例えばニュートン力学はずっとうまく
実験結果を説明できていたのですが、近代の
実験で誤りが見つかり、相対性理論などで置き

換えられました。相対性理論が否定されるかも
知れない、という実験結果が最近発表されてい
ましたが、確実に否定されるまでは正しい理論
として用いられます。将来完全に誤りのない物
理法則が発見されるかも知れませんが、「決し
て誤りがないこと」を確認する方法はないので、
「間違いはあり得る」と考え続けながら科学は
続いて行きます。しかし、間違いを恐れて永遠
に黙っているよりも、間違いを正しながらの進歩
のほうが科学にはふさわしいでしょう。
　一点だけ違う点をあげるなら、我々の計算モ
デルでは、「いつかは正しい答を出すことがあ
る意味で保証されている」ということです。誤り
が適切に指摘される限り、いつかは学習が成
功して正しい答を出すような計算の仕組みを与
えることができます。
　数学的には「極限計算可能数学」と呼ばれ
る考え方で、1回の試行で解を求めようとする
普通の方法では計算可能でなくても、無限に
学習を続けて誤りを正し続けて行く中でいつか
は正しい答を出す、いわば極限においては正し
い答を出せるという計算の数学なのです。
　コンピュータがこのタイプの計算を実行する
様子を分かりやすくするために、人間が間違い
を指摘するゲームを試作しました。コンピュータ
は問題の解を正しく出せば勝ちで、人間はコン
ピュータの「思考過程」の間違いを指摘できれ
ば勝ちです。最初のうちコンピュータは間違え
て負けることがありますが、負けたあとゲームを
やり直すと前より賢くなっています。人間側が
勝とうとして厳しく間違いを指摘してやるほどコ
ンピュータ側は賢くなり、コンピュータは試行錯
誤しながら正解へと近づいて行くゲームです。
ゲーム仕立てにすることで間違いが正されてい
く過程を観察することができ、極限計算可能数
学の理解を助けてくれます。
　優秀な創造力を持つ人間の脳はよく間違え
ます。コンピュータにも間違いを許容することで
新たな計算への可能性が開けてくるかもしれま
せん。

※　整数の係数を持つ多変数の高次不定方程式のこと。不定方
程式とは解が1つに定まらない方程式。例えばx2 + y2 = 
z2など。

「解は存在するか存在しないかのいずれか」
であること（これは「Aまたはnot A」という排
中律の一つの形です）が前提となります。これ
は、解が存在するか否かは人間には分からな
いけれど神様なら知っているという「神様の視
点」を数学に持たせた証明方法とも言えます。
このことは数学の世界を大きく広げたと同時に、
解を計算できるかどうかは問わない、といういわ
ば「ツケ」を後のコンピュータ科学に残すことに
なったのです。

1900年に訪れた転機
――計算可能とは？
　解を具体的に計算で求められないことが
問題となる転機は、ドイツの数学者・ヒルベル
ト（David Hilbert、1862 ～ 1943）が提示し

た「ヒルベルトの23の問題」がもたらしました。
1900年の国際数学者会議において、20世紀
に取り組まれるべき数学の問題として世界中の
数学者に示されたものですが、その中に「整係
数多変数高次不定方程式※が整数解を持つ
かどうかを決定する一般的な解法を求めよ」と
いう問題（第10問題）がありました。現代風に
言うと「整係数多変数高次不定方程式が整数
解を持つかどうかを判定するアルゴリズムを示
せ」という意味であり、当時あいまいであったア
ルゴリズムという概念について数学者が考える
きっかけになりました。
　そのような判定は非常に困難であるため、多
くの数学者が「そんなアルゴリズムはないだろ
う」という予想に傾いて行きましたが、「ない」と
証明によって示すためには、アルゴリズムとは何

「止まるか止まらないかのいずれか」です。し
かし、実際の計算となると「止まってみてはじめ
て止まると分かる」というケースがあり、「止まる
か止まらないかのいずれか」などというのは計
算する側にとって気休めにしかなりません。神
様にしか分からないことはコンピュータにも分か
らないのです。
　さきほどの第10問題でいいますと、方程式に
整数解があるかどうかを判定しようとして、整数
解を探し続けるようなプログラムを作ることは簡
単です。しかし、本当に解があった場合はいつ
か解が求まりプログラムが停止するのに対し、
解がなかった場合にはプログラムがいつまでも
止まらなくなります。そして、止まらなくなるかど
うかを確実に判定する方法はないのです。
　さて、「プログラムが停止するなら1を、停止
しないなら0を答えよ」という問題を考えます。
神様の立場では（つまり排中律を使えば）この
問題には解があり、それは1か0かに決まって
います。しかし、実際に1なのか0なのかは一
般に求められません。このように、神様の立場
では解の存在は分かるけれども解を求める方
法はない、ということが起こります。しかもこれは
一例にすぎず、20世紀以降の数学にはそのよ
うな例が山のようにあります。

コンピュータが間違えたって
いいじゃないか
　「解の存在は証明できるが、求め方は分から

か、つまり、計算できる範囲とはどこまでか、を
はっきりさせる必要がありました。
　第10問題が最終的に解決されたのは1970
年のことですが、それまでに色 な々数学者が計
算とは何かを示しました。その中でも、現代のコ
ンピュータ科学に大きな影響を与えたのは、イギ
リスの数学者・チューリング（Alan Mathison 
Turing、1912 ～ 1954）が考案した「チューリ
ングマシン」です。

止まらない計算
　チューリングマシンは、無限の長さのテープ

（記憶領域）とテープ読み取りヘッドから構成
される仮想の計算機械です。みなさんが使っ
ている、現代のノイマン型コンピュータはこの
チューリングマシンと論理的に等価なのです
が、そのような装置をコンピュータが発明される
10年近く前に考え出していたわけです。
　チューリングはあらゆるアルゴリズムがチュー
リングマシンで実行できることを示したのと同時
に、チューリングマシンには理論的限界がある
ことも示しました。それは、チューリングマシンの
計算が止まるか止まらないかを前もって判定す
るアルゴリズムはない（チューリングマシンの停
止問題）というものでした。
　勘の良い読者の方はお気づきかもしれませ
んが、チューリングマシンが現代のコンピュー
タと等価ということは、現代のコンピュータにも
チューリングマシンと同じ理論的限界がある、と
いうことです。つまりプログラムが止まらないと計

算結果が出なくて困ることがあるわけですが、
止まるか止まらないかを事前に判断することは
残念ながらできません。判断できる場合も多い
のですが、どんなプログラムにも通用するような
万能な判定法はありません。
　「止まるかどうかは実際に動かしてみればわ
かるだろう」と思われるかも知れません。しかし、
「止まる」が正しい答の場合は待っていれば
そのうち本当に止まりますけれど、「止まらない」
が正しい場合は、いつまで経ってもわかりませ
ん。たとえ1時間計算して止まらなかったからと
いって、終わりのない計算をしているとは言い
切れません。もしかするとあと10分計算させる
と止まるかもしれないのです。同じように10日止
まらなかったものが11日目には止まるかもしれま
せん。1年間止まらなかったものも1年と1日目
に止まるかもしれません。
　神様の視点に立てば、「A または not A」
という排中律は明らかですから、コンピュータは
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私たちは脳のはたらきによって、目の前のものを見たり、
ものを考えたり、体を動かしたりしています。
しかしこの複雑で精

せいち

緻な構造を持つ脳の機能については、
まだまだわからないことがたくさんあります。
比較的単純なショウジョウバエの脳を材料に、脳の不思議、
特に神経細胞と神経細胞の接続部であるシナプスの
“すき間”（シナプス間

かんげき

隙）の謎を解き明かそうと日夜研究を続けている
浜千尋先生に、これまでの研究と今後の展望についてお話しいただきました。

局在するたんぱく質から
シナプス間隙の役割を明らかに

図1　シナプスの構造

　ショウジョウバエをモデル動物として使う
意味は2つあります。1つは、比較的簡単
な構造をしていますから、人間を含めたすべ
ての生物に共通な生命現象を明らかにする
うえで研究しやすいこと。もう1つは、進化
の過程で、この地球上で独自に発達して成
功している一生物として、私たち人間と異な
る構造、機能を持っていますから、その違い
を比較することで、互いの存在意義が見え
てくるという面白さがあります。
　また、モデル動物として１００年以上の歴
史があるので、遺伝情報が非常に豊富で、

脳のシナプスの“すき間”では
Higタンパク質に対する抗体を用いて脳を染色してある
（撮影：中山実助教）。紫色に光っているところにHigタ
ンパク質が存在する。脳の幅は1 mm以下である。この
脳の一部を電子顕微鏡により拡大して撮影した写真が図
３である。

総合生命科学部
生命システム学科

浜　千尋 教授

シナプスにある
わずかな“すき間”の役割
　脳の機能は、電気信号を発して情報をやりと
りする神経細胞のネットワークによって成り立っ
ています。そのネットワークをつくる神経細胞と
神経細胞の接続部をシナプスとよびます。神経
細胞の数は人の脳で1011個、宇宙の星の数に
匹敵するほどありますが、シナプスは通常さらに
その千から1万倍もあります。この膨大な数の
シナプスをもつことによって、脳は高度な機能を
生むことができると考えられています。　
　シナプスでは、神経細胞と神経細胞の間に、
20ナノメートルほどの“すき間”（シナプス間隙）
が空いています（図１）。電気信号がシナプス
前部に伝わると、シナプス前部内のシナプス小
胞がシナプス前膜と融合します。その結果、シ
ナプス小胞内にある神経伝達物質という化学
物質が“すき間”に放出されます。
　神経伝達物質がシナプス後部の受容体に
結合すると、ふたたび電気的な信号が生み出
され、神経細胞を伝わっていきます。このように
して、神経回路の電気信号は、シナプスを越え

理学博士。中学時代、生物の先生の影
響で、顕微鏡写真の美しい世界に魅せ
られた。大学の研究テーマは、大腸菌の
プラズミドのDNA複製を制御するタン
パク質の発現調節。より高等な生物の
神経系に関心があったため、アメリカで
のポスドク時代からショウジョウバエを
モデル動物とした研究を始めた。脳神
経系に関心を持ったのは、体を動かした
り、においを嗅いだり、人であればもの
を考えるための中心的な働きをするとこ
ろだから。私立栄光学園高等学校OB。

て神経細胞から神経細胞へと伝わっていくの
です。シナプス前部と後部はとても複雑な装置
ですが、これまでの研究でかなりのことがわかっ
てきました。しかし、シナプスの“すき間”で何が
起きているのかはまだよくわかっていません。私
はシナプス間隙と呼ばれるこのすき間の謎を解
き明かしたいと考えています。

シナプス間隙に存在する
タンパク質をコードする
遺伝子を発見

　もともと、行動の調節や思考の中心である神
経系の発生機構に関心がありましたが、実際に
ショウジョウバエをモデル動物として神経系の
研究に取り組むようになったのはいまから20数
年前です。
　ショウジョウバエの研究の多くは、まずミュータ
ント（突然変異体）を見つけることから始まりま
す。私が研究を始めた頃は、脳の発生機構を
研究するために、胚の神経系の構造に異常が

いますから、後は、どういうアイデアで既に存在
しているミュータントを選んで研究を進めるかが
問題になってきているわけです。
※2　トランスポゾンはDNAの断片で、染色体DNA中をある場所
から他の場所へ移動（転移）することができる。それ自身の塩基配列
の中に転移を触媒する酵素をコードし、その酵素によって認識される
塩基配列をも持つ。ほとんどの生物の染色体に存在する。

誰も知らないシナプス間隙の
成り立ちと役割
　さて、 遺伝子全体の塩基配列が明らか
になると、そこには分泌性のタンパク質がコード
されていることがわかりました。今までに、その
Higタンパク質はシナプス間隙に存在しているこ
と（図２、図３）、Higタンパク質がなくなるとショ
ウジョウバエの動きが悪くなることなどがわかっ
ています。また、よく似たタンパク質は人間の脳
にもあって、それがなくなると精神遅延やてんか
んなどが起こることも知られています。
　私の研究室では、Higタンパク質の機能を調
べることを通して、最終的にシナプス間隙の成り
立ちや役割を明らかにしたいと考えています。
実はシナプス間隙の謎に迫る研究を再開した
のはここ数年のことです。データベースや技術
の進歩によって、研究環境が整ってきたというこ
とがその理由のひとつです。実際、最近になっ
てHigタンパク質とは別のシナプス間隙に存
在するタンパク質も新たに発見しており、現在、
Higタンパク質とともに研究を進めています。
　今後研究が進めば、シナプス間隙にはもっと
多くのタンパク質が存在して、特殊な細胞外マト
リックスを構築していることが明らかになってくる
でしょう。そのマトリックスは、シナプス後部にあ
る受容体をあるべき場所に局在化させる、ある
いはシナプス全体の構造を安定化させる可能
性があります。わずか20ナノメートルのすき間
で、一体何が起きているのか、その全貌はまだ
誰も知りません。ぜひ自分たちの手で明らかに
したいと思っています。

図２　ショウジョウバエの脳における
　　　Higタンパク質の局在

Higタンパク質のシナプス間隙への局在。太い矢印はシ
ナプス間隙におけるHigの局在を示す。m：ミトコンドリア、
矢頭：シナプス小胞、細矢印：T状構造。以上はシナプ
ス前部内の構造。p：シナプス後部。横線は200nm。

図3

ことをしていては研究に勝てないと思ったため、
当時珍しかった「行動」に注目したのです。
　たくさんのスクリーニングをした結果、二つの
原因遺伝子を特定することに成功しました。そ
のうちの一つが、シナプス間隙に存在するたん
ぱく質を作る遺伝子、 遺伝子でした※1。
※1　 higミュータントは動きが悪いが、光を当てると動き出すこと
から研究室の大学院生が原因遺伝子をhikaru genki（通称hig）
と名付けた。同定されたもう一つの遺伝子は、シナプス前部内に存
在して、シナプスの成長を制御する働きを持ったタンパク質をコー
ドしていることが明らかになっている。

原因遺伝子を特定
　今では、ショウジョウバエのゲノムDNAの全
塩基配列はすべてわかっていますが、20年前
は 遺伝子の塩基配列を明らかにするまで
に大変な労力が必要でした。その流れを簡単
に説明するために、まずP因子というトランスポ
ゾン（可動性因子）※2から話を始めましょう。P
因子には染色体DNAのいろいろな場所に入
りこむという性質があり、その結果、ある遺伝子
（この場合 遺伝子）に変異をひき起こしま
す。 ミュータントの変異も、このP因子が原
因でした。
　P因子の塩基配列はわかっていましたから、

ミュータントに挿入されたP因子を目印にし
て、その挿入部位のまわりの染色体DNAを特
定することができます。そのDNAの中に、
遺伝子（の一部）が存在していることになりま
す。実際には、数多くの技術を駆使して、ようや
く目的とする 遺伝子の塩基配列を明らかに
することができました※詳しくは右下コラム参照。
　ショウジョウバエの遺伝情報についてのデー
タベースが拡充された最近では、この種の労力
をかける必要はほとんどありません。P因子の
挿入によるショウジョウバエのミュータントは既に
数千株が同定、保存されていて、そのほとんど
が塩基配列レベルでP因子の挿入位置までわ
かっているのです※左下コラム参照。また、近くにあ
る遺伝子の塩基配列もすべて明らかにされて

ショウジョウバエをモデル動物とした研究の魅力

研究がしやすいことも魅力です。現在、数
万あるミュータントはアメリカ、日本、ヨーロッ
パのストックセンターで保管されていて、イン
ターネットを通じて送ってもらうことができま
す。FlyBaseというデータベースには、ショ
ウジョウバエのものすごい量の遺伝情報が
つまっているので、興味のある人は一度の
ぞいてみてください（http://fl ybase.org/）。
トップページのEnter text: の次に「hig」と
打ち込むとhikaru genki 遺伝子の情報を
見ることもできます。

何が起きているのか

　当時行った原因遺伝子を特定するまでの実験
の過程を紹介します。
　まず、DNAをばらばらにする働きをもった酵素で
ミュータントのDNAを小さく刻み、その断片をベク
ター（運び屋）であるバクテリオファージ※に組み
込みます。次に、いろいろな断片をもった数千か
ら数万匹のファージを、餌となる大腸菌と一緒に
シャーレの寒天培地の上にまきます。すると、それ
ぞれのファージは増殖して直径１ミリメートルほどの
プラークとよばれる円い透明な班をつくります。こ
の寒天培地の上にフィルターを直接のせることで、
たくさんのプラークをフィルターに移しとることができ
ます。
　ここで、P因子の一部のDNA断片に放射性
同位元素で目印をつけ、その溶液をフィルターに
かけることにより、既にフィルターに吸着していた

原因遺伝子特定までの流れ
ファージのDNAとハイブリダイゼーションさせるこ
とができます。ハイブリダイゼーションとは、２種類
ある一本鎖の核酸を相補的な結合により二本鎖
にする操作です。
　放射線同位元素で目印をしたP因子のDNA
断片は、ミュータントの染色体DNAに挿入された
P因子のDNAと結合することができます。その
ため、X線フィルムをフィルターにあてて感光させ
ると、P因子を含むDNA断片をもつファージのプ
ラークが感光した黒点として検出されます。そして、
その対応するプラークを寒天培地上で探し当てる
ことができます。目的とする原因遺伝子は、そのプ
ラーク中のファージが持つDNA断片中に含まれ
ている可能性が高いのです。
※　細菌ウイルスの一種。“細菌を食べるもの”という意味の
通り、大腸菌などをエサにする。増殖力が高いため、研究で広
く使われる。

あるものをスクリーニング（ふるい分け）する方
法が一般的でした。しかし、私は成虫まで育て
て、動きの悪いミュータントをスクリーニングする
ことにしました。最先端の研究はアメリカで行わ
れていましたが、そこで行われていることと同じ

遺伝的変異を持ったショウジョウバエがチューブの中で飼
われている。

電気信号
（活動電位）

シナプス後部

シナプス間隙

シナプス前部
シナプス小胞

神経伝達物質

神経伝達物質
　　受容体
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総合生命科学部
生命資源環境学科

高橋　純一 准教授
博士(農学)。専門は分子生態学、養蜂学。少年時代から
昆虫に熱中し、高校時代に出会った『スズメバチ類の比
較行動学』という1冊の本から、社会性昆虫の生態に強
い関心を持ち、社会性ハチ類の研究室の門を叩く。その
後、より実用的なミツバチ・マルハナバチも研究テーマに
加え、現在に至る。しかし、スズメバチへの愛情は変わら
ず、将来は山奥に作った自宅の庭でスズメバチやミツバチ
を飼うことが夢だという。埼玉県立宮代高等学校OB。

　私は小さい頃からいわゆる「昆虫少年」で、昆虫の研究者
になることが夢でした。高校生になってもその夢はかわらず
学校の隣に大きな雑木林があり、昆虫の採集や観察には格
好の場であったため、増々興味を持つようになりました。
　高校生の時に雑木林でスズメバチに刺されたことがきっ
かけでその生態に興味を持ち、「スズメバチ類の比較行動
学」や「ミツバチのたどったみち」という本に出会い、大学で
はスズメバチやミツバチなど社会性ハチ類の研究の道に進
むことになりました。両親は、私の将来を心配して会社員や
公務員になる道を望んでいたようで、当初は大学院へ進学
して研究者への道に進むことに反対されました。しかし結
果的には、自分のやりたいことを通したおかげで、未来の農
業や環境保護に貢献できる研究に携わることができました。
　みなさんも、もし自分が本当に興味を持って、その道を極
めたいと思っているなら、簡単に諦めることなくとことん追
求してください。

京都産業大学
みつばち
プロジェクト（仮題）

ハチミツ採取以外の
ミツバチの重要な役割

　養蜂業者はミツバチを飼育して生計を立て
ています。ミツバチの生産するものといえば、ま
ずハチミツが連想されます。他にもローヤルゼ
リーやプロポリスなどがあります。これらを養蜂
生産物といいますが、実は養蜂業者の全売上
に占める割合は、わずか2 ～ 5％に過ぎません。
残りの95％以上を占めるのは、花粉交配用のポ
リネーター（送粉者）としてのものです。

外来種問題の解決に向けて
　ミツバチの仲間に「マルハナバチ」というハ
チがいます。近年ミツバチに加えてこのマルハ
ナバチをポリネーターとして利用する農家が出
てきました。
　マルハナバチは蜜を分泌しないトマトなどの
植物にも訪花するという性質を持ちます。またミ
ツバチと違って人を刺すことがほとんどなく、ポリ
ネーターに非常に適した種類です。1987年に
ベルギーで人工飼育に成功して以来、生物資
材として製品化され、日本にも多く輸入されるよ
うになりました。
　しかし、このマルハナバチが今大きな問題を
引き起こしています。ハウスの中でポリネーター
として働いているだけなら問題は無いのです
が、逃げ出して自然の中で繁殖し、帰化してしま
うと、在来種やこれまで在来のマルハナバチと
送粉共生関係にあった植物に悪影響を与える

　野菜や果物のハウス栽培において、受粉作
業の効率化は必要不可欠です。そこで、ポリ
ネーターとしてミツバチは欠かせない存在なの
です。現在多くの農産物の受粉にミツバチが
利用されていますが、特にハウスイチゴでは、
全体の約98％以上がこの方法によって生産さ
れています。

など、品種改良を困難にするさまざまな要因が
あります。
　しかし、ミツバチ生産にとって大きな問題であ
る「ふそ病」や「ミツバチヘギイタダニ」といっ
た病気や寄生虫に耐性を持つ新品種ミツバチ
の開発は、実現が切望されている研究課題で
す。
　そこで近年注目を浴びているのが、DNAタイ
ピングによる新品種開発（DNA育種）法です。
従来の品種改良は、色や形など表に現れる形
質に注目して選別を行っていたため、非常に長
い年月と大規模な実験が必要でした。これに対
しDNA育種は、遺伝子情報を解析し、それを
マーカー（目印）にして選別するため、育種に
かかる時間を半分以下にまで短縮することがで
きます。
　これを利用して、病気に強い遺伝子を持つ
個体、あるいは寄生ダニに抵抗性を持つ個体
を選別・抽出し、それらをかけ合わせることで
病気やダニに強い品種をつくるのです。バイオ
テクノロジーの技法が確立されてきたために、
不可能と言われてきたミツバチの品種改良に成
功する可能性が出てきました。また、この手法に
よって、これも大きな課題の1つである、性質が
温和で刺さない品種を作ることにも取り組んで
います。
　このように、ミツバチと人間は長い間にわたっ
て共生してきたにもかかわらず、解決すべき問
題が数多く残されています。私たちの生活に大
きな関わりを持つミツバチの研究は、今後さらに
重要を増していくでしょう。

セイヨウミツバチの
国内生産推進
　ハチミツ生産やポリネーションに利用している
ミツバチは、セイヨウミツバチというヨーロッパ原
産のミツバチです。日本にもニホンミツバチとい
う在来種がいるのですが、これは産業用に向き
ません。というのも、ニホンミツバチは自分たち
に必要な分の蜜しか貯めないので、ハチミツの
生産量が少なく、また野生種のため、「盗去」と
いう性質を強く持っています。盗去とは、付近に

ミツバチと人間
の新たな関係を探る

エジプトやヨーロッパでは約5000年前から養蜂が行われており、
ミツバチは人間の生活に無くてはならない存在です。
ミツバチはハチミツなどを私たちにもたらすだけでなく、
多くの農産物の生産に寄与する重要な「家畜」であり、
また近年は都市緑化の担い手として、環境面からも注目されています。
ミツバチだけでなくハチ類全般に限りない愛情を注ぎ、
ミツバチの品種改良や生物多様性の保全などに取り組んでいる
高橋純一先生にお話を伺いました。

再び注目が集まる古代からの人類のパートナー 咲いている花が少なくなると、次の場所を求め
て今の巣から引っ越しをする性質です。
　これまで日本では、受粉用のセイヨウミツバチ
のほとんどを外国からの輸入に頼っていました。
なぜならセイヨウミツバチは、自分たちだけでは
日本の自然環境の中で生きていくことができま
せん。人が丁寧に世話をする必要があるため、
国内で管理すると大変なコストがかかってしま
います。そのため毎年花粉交配の時期になる
と、海外から輸入して使用する消耗品扱いで
した。ところが、以前ニュースにもなりましたが、
2006年にアメリカで発生した原因不明のミツバ
チ消失によるミツバチ不足によって、海外からの
輸入が難しくなり日本の農業が多大な影響を受
けました。このミツバチ不足問題をきっかけに、
セイヨウミツバチの国内生産に力を入れようとい
う気運が高まってきました。しかし、日本にはミツ
バチのエサとなるような蜜源植物がたくさんある
環境が少ないため、緑化の推進、里地里山や
森林の保護が必要となります。ミツバチの住み
やすい環境を作ることは、結果的に私たち人間
にとっても住み良い環境につながります。我々
人間にとってミツバチは食料生産だけでなく、環
境の保護といった部分でも重要な役割を担って
います。

可能性があります。
　実際、北海道では、外来種のセイヨウオオマ
ルハナバチが大繁殖し、ほぼ全道で帰化が確
認されています。結果、在来種マルハナバチの
巣の乗っ取りや交雑による遺伝子汚染、病気
の伝播、エサ資源の競争などの問題を引き起
こし、在来種の減少により在来植物との共生関
係が崩れ、生態系の崩壊にまでつながってしま
うことが危惧されています。生物多様性や固有
生態系の保護のためには、人の都合で連れて
こられたセイヨウオオマルハナバチには何の罪
もないのですが、本来存在しないはずの外来
種であるため駆除しなければなりません。
　北海道には在来のマルハナバチは10種類
生息しています。その中でも在来種「エゾオオ
マルハナバチ」を人工的に増殖して輸入マル
ハナバチの代替種として、ポリネーターとして活
用することも一つの解決策です。私は在来マル
ハナバチにおける人工増殖方法の確立につい
ても研究を進めています。

キャンパス内の養蜂場で飼育しているセイヨウミツバチの巣箱

道東のみに生息する希少種ノサップマルハナバチ

DNA育種法により開発
中の刺さないミツバチ

巣箱から巣板を1枚取り出したところ

OB・OGらと開発中の京都産大ハチミツ

　欧米では2000年頃から、温暖化防止、都市
緑化、生物多様性の保護、環境教育などの観
点から、都市部や商業地域にあるビルの屋上で
ミツバチを飼育する「都市養蜂」が盛んに行わ
れています。日本でも近年注目され始め、全国

病気やダニに
強い新品種の開発を
　現在取り組んでいる大きな研究テーマの一
つに、新品種ミツバチの開発があります。養蜂
は5000年以上の歴史がありますが、実はこれ
までミツバチの品種改良には誰も成功していま
せん。ミツバチは繁殖を野外、しかも空中で行う
ために観察が難しく、また女王蜂は10数匹のオ
スと同時に複婚するため、遺伝的に異なる働き
バチが生まれ、品質を均一化することが難しい

30ヵ所以上で行われています。
　本学でも2012年より、大学および附属高校
の屋上でスタートさせる予定で、関西圏の緑化
促進、地域活性化、教育活動に貢献したいと考
えています。
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今年、厚生労働省は重点的に対策に取り組む疾病の中に、
精神疾患を加える方針をきめました。
従来のがん、脳卒中、心臓病、糖尿病と合わせて、
早急に対処すべき「５大疾病」の一つに位置づけられました。
精神疾患の原因はさまざまですが、ストレスによる脳の機能障害もその一因と考えられます。
ストレス反応自体は環境変化に対応するための体の反応で、通常は時間とともに解消されます。
しかし強すぎる、あるいは長く続くストレス反応は、
脳にいろいろな影響を与え、時には不可逆的なダメージを与えます。
大型の実験動物を使ってストレスが脳に与える影響を、
生理学的な立場から研究する齋藤敏之先生に、
これまでにわかってきたことと、これからの展望をお聞きました。

総合生命科学部
動物生命医科学科

齋藤　敏之教授

獣医学博士。専門は生理学、神経科学。
子供の時から医者に憧れる。しかし高
校3年間ブラスバンド部の活動に明け
暮れて受験勉強が遅れたこともあり、医
学部進学は断念。動物好きだったことも
あって北海道大学獣医学部へ。大学院
在学時に大学の職員になり、その後はつ
くばにある農林水産省の研究所で家畜
に関する様々な研究を行う。この時の経
験から、社会に役立つ基礎・基盤研究
をモットーにする。青森県立弘前高校
OB。

ストレスが脳に与える影響を最小限に抑える
――その処方箋を生理学的に解明する 脳を守り、脳を治す

　高校生のみなさんにまず伝えたいことは、好きなこと、
本当に面白いと思ったことを、独りよがりになることなく
しっかりやってみるということです。好きなものをやってい
く中で、なぜだろうと考え、わからないことを知ろうとしま
す。この経験は今後、いろいろなところで役に立ちます。ま
た、部活や生徒会活動などを通して、人と協力・連携して
何かを行うことも大切です。将来どんな仕事についても現
場では人との協力が不可欠だからです。
　この他、何かを自分で作ってみるのもいいかも知れませ
ん。あるものを上手に使えることと、何かを作れることと
の間には大きな差があります。何かを自分で作っていくな
かで、その難しさもわかってきます。それを一つまた一つ
と積み上げていくことで、地に足がついた考え方や力が身
についてくると思います。

受容体はシナプス前神経にもあり、巧妙に神経伝達物質
の放出が調節されている。

扁桃体は脳の中で多くの部位とつながりをもっている。

研究の原点は現場から
　私は獣医学の中で研究を始めましたが、比
較生理学の視点から、「生命科学」にアプロー
チしました。動物とヒトの体には共通点が多く、
両者をあまりはっきり分けて考えることはありま
せんでした。ストレス反応に関連する研究にも、
比較生理学の視点から関心をもちましたが、そ
こでも動物とヒトとの境界をほとんど意識しませ
んでした。
　大学から農林水産省の研究所に移った私
は、ブタのストレスの問題に大きな関心をもち
ました。家畜ブタを飼育していると、何かの原
因で成長が止まってしまう個体が時に出てきま
す。その一番大きな要因にはストレスが考えら
れています。
　ブタはきれい好きで、ヒトを覚えます。一方で
ストレスを感じやすい動物で、特に子ブタの時
期にはそれが顕著です。ブタのストレスを解消
し、効率よく育てるということは、畜産の現場で
は古くからのテーマですし、ストレスの解消は今
も解決すべき問題の一つです。近年は、動物
愛護・動物福祉の観点から、できるだけブタに
ストレスを与えずに育てることが強く求められる
ようになりました。
　ブタの脳研究を始めるきっかけは、「きれい好
きで、ヒトを覚え、ストレスを感じやすい動物」の
脳を知りたいという好奇心からでした。そこに、
ストレスをできるだけ与えない飼育法のヒントが
あると考えたのです。ブタの脳には、ヒトの脳と
多くの共通点があることが最近の研究からわ
かってきました。ブタを用いた脳研究は、特に、
西欧で盛んになっています。この背景には、医
学的な脳研究にサルが利用できなくなっている
事情があり、今やブタの脳はヒトの脳を念頭に
おいた医学研究に欠かせないものとなっていま
す。また、ブタの脳はサルの脳に匹敵する大き
さを持っていますので、画像診断の基礎研究に
も利用できます。動物実験といえばマウスやラッ
トを思いおこす人が多いかもしれませんが、ブ
タの脳の大きさからその構造を考えますと、もっ

らに上位の扁桃体から情報を受け取ります。残
念ながら、その詳細はまだ不明です。一方、海
馬がこのCRFの分泌調節に関与している仮説
がでていますが、まだ仮説の段階にとどまって
いて、実際のところはっきりとしません。海馬が
小さくなると、ＣＲＦの分泌が増大することが知
られています（図３、解説）。脳のCRFはストレ

ス因子による自律神経系や内分泌反応、行動
変化を引き起こす必須な脳内物質であることか
ら、上位の脳を含むCRF分泌調節系を解明す
ることがストレスによる脳機能障害を防ぐ大きな
鍵となると考えています。

脳のストレス反応調節系を解明し、
副作用の少ない薬の開発を
　一つの刺激に対して脳は特定の感覚器を通
してその情報を受容するものの、脳の中で反応
する神経回路は一つではありません。また、脳
は多くの情報を同時進行で処理していると考え
られます。ただし、通常は多くの回路がバラン
スを保ちながら反応していると考えられます。ま
た、そこに関与する情報伝達物質も様々です。
そのような脳の中にストレス反応のフィードバック
調節系が存在するわけですが、上位の脳を含
めた正常なストレス反応フィードバック系を明ら
かにするにはもっと時間が必要です。PTSDを
はじめとする脳機能障害の治療薬には、強い
副作用のあるものが少なくありません。今後、脳
のストレス反応調節系と脳機能障害との関係に
ついて解明を進めて、脳を守り、治すしくみを考
えるとともに、その成果に基づいてもっと副作用
の少ない薬を開発していきたいと思っています。

と医学研究に利用すべき動物といえます。一
時期、問題になった赤ん坊の“うつぶせ寝”に
よる突然死の原因解明にも、実は新生子ブタを
用いた脳の研究が大きく貢献しています。
　とはいえ、ブタが国内で最初に医学教育用と
して使われたのが約20年前で、比較的最近の
ことです。これは私が農水省に入ってブタの脳
研究を始めた時期とほぼ一致しています。

脳の働きとストレス反応
　現在私は、ブタや実験小動物を利用してスト
レスが脳機能に与える影響について研究を進
めています。そこから、ヒトのストレス、なかでもＰ
ＴＳＤなどの深刻な脳機能障害に至るプロセス
を明らかにしたいと考えています。
　哺乳動物の脳の一番外側には、高度な信号
処理を行い、細かな手足の動きや物事の判断
などを司る大脳皮質があります（図１参照）。こ
れは生物の進化の過程では後になって発達し
てきた部分で、「新しい脳」と呼ぶことができま
す。その内側にあるのが、大脳辺縁系から小
脳、脳幹に至るまでの「古い脳」と呼ばれる部
分で、本能をはじめ、自律神経系、内分泌系、

古い脳の機能とPTSD
　そんな中で考えるべき体内の情報伝達系
は、扁桃体（図２）、視床下部（特に、室傍核）、
下垂体、副腎から構成される、いわゆるストレス
反応系です。後者の３つの部位からなる系は、
視床下部―下垂体―副腎軸（HPA軸）と呼ば
れています。これに加えて、脳では扁桃体の隣
にある海馬も念頭におく必要があります（海馬
には、記憶にかかわる情報を作り、他の場所に
その情報を受け渡す役割があることが知られ
ています。また、海馬にはその他の役割があ
るようですが、残念ながら、よくわかっていませ
ん）。
　もう一つ考える必要があるのは、脳での情報
のやりとりです。恐怖反応を例に考えてみます。
この反応では、おおまかでスピードの要求され
る情報は、視床を経由して扁桃体に伝えられ、
ゆっくりでも精密さを求められる情報は直接、大
脳皮質から扁桃体へ送られると考えられてい
ます（図1）。前者は体のすばやい反応、後者
は怖いものへの条件付けに結びつき、いずれも
HPA軸の活性化を伴うと考えられます。
　上に述べたHPA軸はストレス因子によって
活性化される基本的な内分泌反応系として知
られています。このHPA軸の活性化によって
分泌されたホルモン（副腎皮質ホルモン、ヒトで
はコルチゾール）は脳に働きかけて、ホルモン
分泌を止めようとします（負のフィードバック調
節）。この反応系で重要な脳内情報伝達物質
は、CRF（コルチコトロピン放出因子、あるいは
CRH、コルチコトロピン放出ホルモン）です。こ
の因子を分泌する視床下部室傍核の細胞はさ

この反応は視床下部－下
垂体－副腎（HPA）軸が
中心になって起こる。コル
チコトロピン放出ホルモン、
ACTHを介して放出される
副腎皮質ホルモン（ヒトで
はコルチゾール）は視床下
部に負のフィードバックをか
け、ストレス反応が終わる。

副腎皮質ホルモンによる
負のフィードバックが破たん
し、HPA軸が常に活発な
状態になる。また、大量に
放出された副腎皮質ホル
モンは海馬の萎縮を引き
起こす。これらの変化が脳
の機能障害（PTSD）につ
ながると考えられている。

図3

図2B　扁桃体等における神経伝達物質の
受容体

図2A　扁桃体の中で情動反応に関与する
核（神経集団）と脳内の他の部位とのつな
がり

図1　脳内で情動反応につながる神経
経路（恐怖反応、J.LeDoux）

呼吸、血圧などの生きるために欠かせない機
能を司っています。どれも自分の意識ではコント
ロールできないものばかりで、霊長類に比べて、
他の動物では古い脳が脳全体に占める割合は
大きくなっています。
　脳のストレスを考える際には、古い脳―特に、
大脳辺縁系―の機能に与える影響を考える必
要があります。
　大脳辺縁系は、大脳皮質と呼吸・血圧調節
等を司る中脳・延髄との間にあり、扁桃体、視
床・視床下部、下垂体、海馬等で構成されてい
ます。哺乳動物では外界からの刺激は感覚情
報として大脳皮質へ入力されます。入力された
感覚情報は扁桃体を経由してさらに、大脳皮
質を含む脳の中のいろいろな部位に送られます
（図１、図２参照）。脳の内部にある大脳辺縁
系は全体でひとつの回路を形成しています。一
種の閉鎖回路系をつくる大脳辺縁系に強いあ
るいは長くストレス負荷がかかった時、どのよう
な影響が出てくるのでしょうか？

A. 正常なストレス反応 B. 慢性のストレス反応
おおまかにすばやい処理経路とゆっくりとした処理経路が考
えられている。扁桃体とよばれる部位はその両方の受け手と
なっており、脳の情動反応を考える場合の鍵となっている。
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