Learn with a Top Leader

柴田 直哉
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2004年 あのアメリカの
科学雑誌
『Nature』
に
柴田先生の論文が掲載。

1

光学顕微鏡で使って
した。これを使って「観

ら思える対象と出会えた

同じ炭素原子でできている鉛筆とダイヤモンド。

うになったのです。

２５

た」のが、まさに普通な

役に立ちたいと考えるよ

ていき、次は何かで人の

１０

－９

１０
のです。それから「観る」

2 見た目も性質も違うのは、構造の違いにあり
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見えないものを『観る』。
セラミックス界面の
複雑原子構造が見えた！

ら「見えるはずのない」
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超ミクロの世界
その先に広がる無限の可能性

トップリーダーと学ぶワークショップ
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ー 講演タイトル ー“観る”
を極める～電子顕微鏡が拓く極微の世界～

研究やビジネスの最前線を走る
“現代の偉人”
を講師に迎える「トップリーダーと学ぶワークショップ」。
2022年柴田先生の研究成果をまとめた論文が、
『Nature』誌に掲載されました。原子を直接観測

できる世界最高峰の電子顕微鏡を開発して、ついには原子の内部やその周囲の構造までも観えるよ
うになったのです。高性能材料の開発や新規デバイスの創出につながると語る柴田先生のオンライン
講義と、ワークショップの様子をお伝えします。

Profile 1997年東京大学工学部材料学科卒業、2003年東京大学大学院工学系研究科材料学専攻博士課程修了。日本学術振興
会海外特別研究員 ⁄ 米国オークリッジ国立研究所客員研究員、東京大学大学院工学系研究科総合研究機構教授を経て現職。
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柴田先生 からのコメント
音として聞いている情報を、色彩として観えるようになれば、
いろいろな可能性が出てくると思います。耳の聞こえにくい方
への配慮も嬉しい視点です。さらに音は音波だから、その振動
数によって分割が可能でしょう。そうだとすれば、音の波長を
光の波長に変換する、またその逆の光を音に変換することは技
術的に可能ではないかとも思いました。

ど観えないと言われてい

り上げられた成果は、２

きっと貢献できるはずで

ながら過ごしています。

チーム全員が一致して、即決で出たのが「音」の可視化です。工場現場や
家の設計時に音漏れ具合を可視化できれば、騒音問題の解決につながりま
す。映画館や劇場で音を可視化できれば、すべての席に均等に音を届けら
れるようになるでしょう。さらに難聴の方でも音楽を、視覚的に楽しめる
のではないでしょうか。聴覚だけで楽しむ音楽に加えて、色のついた音を
観られるようになれば、新しいエンターテイメントの可能性があり、芸術
やアートの幅も広がります。救急車がパトカーのサイレンが可視化されれ
ば、音を聞き取りにくい人も安心です。音を可視化するためのツールとし
ては、ARグラスが使えると考えています。

中心からマイナスの電子

日号の

す。では、電子顕微鏡の

将来可視化できたらいいことってなんだろう

Zoomで
実施！
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私が目指すのは「一観

優勝したチームのプレゼン内容／ワークショプテーマ

万知」、一目観るだけで、

ワ ー ク ショッ プ

載されました。ここまで

まず自分をあまり過小評価しないように。こうなったらどうしようと
マイナス方向に考えず、自分ならできるんだと少しでいいので心の持ち
方を変えるのです。一歩踏み出したら何かすごくいいことがあると、ポ
ジティブ思考になれれば勇気を出せると思います。あとは失敗してもい
いんだと気軽に考える。今の私も、
「失敗が作ってくれた」と言えるぐ
らいです。

講演後はチームで答えを導く

『Ｎａｔｕｒｅ』誌に掲

勇気を出すコツ

達したのでしょうか。
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晶の磁場観察を室温と低

私には研究の師匠が４人います。まずセラミックスの研究室でお世
話になった佐久間先生、そして電子顕微鏡の道に誘い今も共同研究を
続けている幾原先生、アメリカ時代の恩師がペニークック先生、アメ
リカにはもう一人、セラミックス協会の会長をされていたベッカー先
生も忘れられない先生です。ほかにも地元島根出身の恩師から人間と
しての生き方に強い影響を受けています。尊敬すべき先生方がたくさ
んいて、その方々からの薫陶を受けたからこそ、今の自分があると
思っています。

ＲＳの開発に取り組んで

尊敬している、
大きな影響を受けた人

ＭＡＲＳを使い原子の
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分解能は、限界にまで到

「原子の磁場を観たい」
、これが最初の動機でした。2006年ぐらい
から開発に取り掛かったので、もう16年になります。最初から磁場
を見に行ったけれども、レンズもなかったので何が観えているのか、
さっぱりわかりませんでした。だから磁場の観察は断念して、電場を
観に行った。すると電場が観えたので、もう一度磁場を観たいと思っ
て再挑戦しました。何かに挑戦しているときには、手元のテーマに没
頭し、その没頭の連続で最後まで到達できたと思います。しかし、初
心を忘れず、けっして諦めないことも重要です。

来るのに 年以上かかり

ヘマタイトや原子の電場の可視化など
一見関係のないようなテーマを結びつけるコツ

ました。とはいえ「電子

2

温（１１３Ｋ）で観察し

研究者にはさまざまな可能性があります。大学はもちろん、国立の
研究所でも企業でも研究はできます。そんな中で、私には大学が圧倒
的に合っていると思います。その理由は、学生の皆さんと一緒に研究
するのが好きだから。私が大学にいる理由はこれに尽きます。学生た
ちが何かを発見したり、成長したりする姿を見るのが大好きです。

た結果、温度変化による

大学と企業
研究をするうえでの違い

これを使いヘマタイト結

1

研 究 のヒント

磁場観察に成功したのが、 から７年経っています。

柴 田 先 生 に聞く

２０２１年でした。ＭＡ
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3 “原子の内部を観察する”電子顕微鏡

通常の観察

電場観察

原子内部の電場観察に世界で初めて成功！
原子近傍の電場が見えれば、
どのように電子
が分布しているかがわかるはず！

原子と原子の間
（結合）
が見える可能性

東進の自宅専門コース！ 今春、東大をはじめ最高実績を更新！

オンラインコース

ワークシート
プレゼント中

対象：3 歳〜小６の生徒

英語学習 安心スタート キャンペーン実施中
特長

1

自宅で楽しく学べる

特長

2

楽しいけれど本格的

特長

3

ピッタリの学習プラン

東進

こども

自宅のパソコンで
難関大現役合格

自宅で効率良く東進を受講できました！
明治大学商学部 現役合格

合格
速報

宮尾 玲宏くん

（千葉県 私立 秀明八千代高校卒）

タブレットやスマホ
受講もできます！

■他合格大学 中央大学・日本大学・駒澤大学 他
■高２生10 月入学
■主な受講講座
飛翔のための英文読解講義（応用）
渡辺勝彦の有名難関大 < 逆転合格 > へのスーパー総合英語
ハイパー現代文
ハイレベル私大現代文トレーニング

【宮尾くんの合格体験記より抜粋】

学校行事が新型コロナウィルスの影響でほとんど無かったので、学校
がある期間は平日3時間、休日6時間、また長期休みは毎日10時間以
上、自宅で東進の講座を受講しました。定期的に受けた「共通テスト本番
レベル模試」は、共通テスト同様の問題形式で、本番へ向けて自分を慣ら
す事ができました。

検索

www.toshin.com/kodomo/online/

www.toshin-zaitaku.com
2022年度生 入学受付中！

近くに東進の校舎が無い高校生が対象です。
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