「着任のご挨拶」
福

山

寛

(物 理学専攻)

hirOshi@phys.s.u̲tOkyo.acJp

プ ローブ法 を使 った量子液体・ 固体研究 とい う低温物理
と表面科学の新 しい学際領域 を開拓 したい と思 っていま
す。生 来、楽天的な性格 をしてい ますので、新 しい事柄
にどん どん挑戦 して行 きたい と思っています。
ところで、量子液体・ 固体 と申 しますのは量子力学的
な零点運動 エ ネルギーの寄与が大 きい凝縮系の ことで、
液体・ 団体 ヘ リウム、金属中の伝導電子系、中性子星の
内部 な どがその実例 です。 こうした凝縮系 を低温 にして
私 はこれ まで学位 を取 得 した名古屋大学大学院理学研
究科 を始 め として、東京大学物性研究所、筑波大学物理

ゆ きます と、 ド・ ブロイ波長 が平均粒子間距離 を上 回る

学系 と籍 を移 しなが ら研究・教 育活動 をして参 りました。
物性研在籍 中 には 1年 半程、米国 Stanford大 学物理学

ボース粒子かが重要 になって きます。 ボース粒子系 (ヘ
リウム 4な ど)に は 2個 の粒子 の位置 を入れ換 えて も全

科 で客員研究員 も務 めましたので、計四つの異なる研究・
教育機関 を経験 して きた ことにな ります。 この度、期 せ

体 の波動関数の符合 は不変 、とい う性質があります。トッ
プの首 をすげ替 えて もあまり代わ り映 えの しない日本社

ず して本学理学部物理教室 の一員 に加 えて頂 くことにな

会 に似 ているか もしれません。 また、 ボース粒子系 はあ
る転移温度以下 で全ての構成粒子が コヒー レン トに運動

りました。
「期 せ ず して」 な どと書 きます と、諸先輩方 か ら日本
の最高学府 の facult17 memberに 参加す る気概 や喜 び は
どうなのか、 とお叱 りを受 けるか もしれ ません。私 はこ
れ まで東大本郷 とはまった くと言 ってよい程 ご縁 がな く
て、本郷 に移 ることが 自分 に とって最善 の選択 で あ った
か 自問す ることも正 直言 って無 いで はあ りませんで した。
か な り閉鎖 的 な人 事 を行 うと こ ろ といった漠然 とした
印象す ら持 ってお りました。 しか し、 この 4月 に実際 に
物理教室 に転任 して以来 4カ 月間、優秀 かつ基礎学問 に
純 粋 な憧 憬 を もつ 若 い 学 生 諸 君、世 界 の一 流 に して

openmindな 教官、研究活動 を積極 的 にサ ポー トしよう

よ うにな り、構成粒子 の統計性、 つ まリフェル ミ粒子 か

し始 める超流動状態 に入 ります。秩序 を重ん じ集団行動
を取 りたが る日本人 にや は り似 ていそ うです。
か くして私 は日頃 「平均的 日本人 =ボ ース粒子」説 を
唱 えてい るのですが、当物理教室の構成員の方々 はどう
見 て もボース粒子的 とい うよ りはフェル ミ粒子的 に思 え
ます。例 えば、教室会議でなされる個性的で一見無秩序
に も見 える議論 と (失 礼 !)、 それ らの議 論 が 背後 の論
理的・ 合理的 なるものへ の恭順 によって見事 に収敬 され
てゆ くさまを目の当た りにします と、実空間で はまった
く無秩序な運動 をす るのに運 動 量空 間 で はち ゃん と秩序
を持 ったフェル ミ粒子系 を彼彿 とさせ ます。私 はこれ ま

と日常的 に触れ合 い、すっか り「本郷 び い き」 になって
い る自分 に気付 く今 日 この頃です。 したが って、前言 は

で もっぱ らフェル ミ粒子系 (ヘ リウム 3)の 研究 を行 っ
て きま したので、毎週金 曜 日の教室会議出席 は今 で は密
かな楽 しみの一つになって い ます。

「期 せ ず して」 で はな く、「幸運 に も」 と訂正 させて頂
きます。

緑濃 く歴史的な建物 も多 い本郷 キャ ンパス は、 日本 の
大学 の中で も特 に魅力的なキャ ンパ スの一つだ と思 い ま

私 の専門 は低温物理学で、絶対温度で 1万 分の 1ケ ル
ビンに至 る超 低温度域 での量 子液体・ 団体 の物性 を中心

す。入れ物 に負 けない ように魅力的 な、 そして人材育成

とい う明確 な意思 を持 った有能 な事務方、 といった人々

に研究 して い ます。私共 の実験 は外界 か らの機械振 動 や
電磁 ノイズを非常 に嫌 い ますので、新営成 った理 学部 1
号館 の最深部、地下 2階 に実験室 を頂 いて、研究 を始 め
てい ます。 そ う言 えば 1号 館 の研究分野 の配列 は、最 上
階 か ら下 に向かって順 にエ ネル ギーあるい は温度 が低 く
なってい るようにも見 えます。新研究室で は、表面走査
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の観点 か らも優 れた研究室 を作 るために最 も重要な事柄
は、恐 らくは案外単純 な こと、す なわち 自らが研究、実
験 を大 いに楽 しむ ことで はないか と思っています。 しか
し、皆様 か らの ご教示、 ご鞭撻無 くしてそれ も不可能で
ある ことは申 し上 げるまで もあ りません。 どうぞ宜 し く
お願 い致 します。
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一見複雑 な脳 の構造 もその形成過程 を順番 に追 っていけ
ば、解 きあかす ことがで きるので はないか と考 えたか ら
で した。 テーマ は細胞 間 の接着 や認識 を司 る接着分子 の
研究で した。学位取得後、カリフォルニ ア大学バ ークレー
校 の Corey Goodman教 授 の研究室 に留学 し、今 やつ
ているシ ョウジ ョウバエ の神経回路形成 の研究 を開始 し
ました。バ ー クレーで の 3年 半、 そして帰国後 の愛知県
岡崎市 の基礎生物学研究所 における 5年 間、ハエ ととも
に暮 らして きました。
なぜ ショウジョゥバェ の研究なんかをす るんだ ?と 専

6月 1日 付 けで理学系研究科物理学専攻助教授 として
着任 いたしました。専門は神経発生学 で、具体的 にはシ ョ
ウジ ョウバ ェ とい う動物 をモ デル として、神経 の配線 が

門外 の方か らよ く聞 かれ ます。 その理 由 は遺伝学 が発達
して い るか らです。特定 の遺 伝子 を破壊 した り、その発
現様式 を変 えた りといつた様 々な遺伝子操作 が可能 で、

どのように形成 され るのかを研究 してい ます。なぜ こん
な研究 が物 理学 なの ?と 思われ ることで しょう。私 自身
この問 いに対する明確 な答 えは持 ち合わせて い ない ので

生体 における遺伝子 の働 きを調 べ ることが容易 にで きる
のです。発生 プ ログラムには種 を越 えた保存性があ り、

す が、 これ までの私の経歴 をご紹介 しなが ら、神経科学
とハエ と物理学、 この奇妙 な取 り合わせ を結びつ けてみ

ハエ で見 つ けられた多 くの遺伝子が、 ほ予L類 において も
重要な役割 を果たしてい ることが近 年分 かって きました。
このことか ら脳研 究 のモ デル として もショウジ ョウバエ

たい と思 い ます。
私 は、1980年 に京都大学理学部 に入学、大学院 まで京
都 で過 ごしました。教養過程 の間 は物理の学生だったの
です が、徐 々に生命現象、特 に脳神経系 の研究 に興味 を
もつ ようにな りました。我 々の こころ"の 物質的基盤
は一体何 なのか ?こ の問題 に物理的 なアプ ローチがで き
た ら素晴 らしいな と漠然 と考 えてい ました。 しか しなが
ら具体的 にどうやってや るのか となると、 なかなか良 い
案 は浮かび ません。 とりあえず実際 の生物 に触 れてみよ
うと、 3年 生の時 に生物学 の実験 を選択 しました。当初
はち ょっ と生物 をのぞいてみて、す ぐに物理 に戻 るつ も
りだったのですが、結局 その後今 回物理学専攻 に着任す
るまで物理学 とは縁 のない分野 で過 ごす ことにな りまし

に多 くの期待 が寄 せ られて い ます。
この10年 ほどで、神経発生学 は急速 な発展 を とげまし
た。脳神経系 の形 成過程 に関わ る機能分子 が多数同定 さ
れ、 その数 は加速度的 に増 えて い ます。私 が大学院 にい
た頃には全 くの謎 で あ った ことが 、今 や分子の言葉で語
れ るようになって きました。 しか し同時 に、あまりに多
くの役者 が登場 して きて、収拾 がつかな くな りつつ あ る
面 もあ ります。今後の神経科学 の方向性 を考 えると、多
くの情 報 を統合で きる数理 モ デルの重要性 はどん どん増
して い くので はな いか と思 い ます。 また PETや

MIR

の例 のように、物理的手法が脳 の可視化等 の解析技術 の

大学院で は京大理学部生物物理学教室で動物発生学 を

面で もブ レー クスルー を生 む可能性 が あ ります。物理学
専攻 に着任す るにあた り、生物学 に加 え、物 理学的手法

やっている岡田節人教授、竹市雅俊助教授 (後 に教授 )
の研究室 に所属 しました。なぜ発生 を選んだか とい うと、

を取 り入れ ることによ り、神経の研究 に新 しい切 り口を
見 いだせないか と期待 して い ます。
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