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分野を横断する手さぐりの研究

●仁科記念賞受賞，おめでとうございます．受賞された研
究はどのようなものかを教えていただけますか．
ありがとうございます．受賞は本人である私が一番驚き

ました．こうした栄えある賞はすでにその価値を万人が認
めた研究に贈られるもので，私たちのような萌芽段階の研
究に贈られるものではないと思っていました．今回の賞
は，大変恐れおおいものですが，世の中から「頑張れよ！」
と激励していただいたととらえ大変勇気付けられていま
す．同時に，この研究の何が本質であり，どんな価値を提
供することができるのかを追求することが責務であると実
感しています．

受賞対象となったのは，「大規模コヒーレントイジング
マシンの実現」という研究テーマです．このコンピュータ
は，お互いに影響を及ぼし合っているスピン群の理論モデ
ルであるイジングモデルのエネルギー最小状態を求めると
いう問題を，物理実験で解くというものです．私たちは，
このイジングモデルの計算を，ある特殊なレーザ光をスピ
ンの代わりとして用いることで高速に行うコヒーレントイ
ジングマシン（CIM）を実現しました（図 ₁）．

スピンというのは，イメージ的には小さな磁石のような
もので，上向きと下向きの二値のいずれかをとる物理量で

す．CIMでは，レーザ光をスピンと見立て，その位相がゼ
ロの場合を上向きスピン，πの場合を下向きスピンと割り
当てます．ただし，普通のレーザは0から2πまで任意の
位相の値をとるため，これを用いてスピンを表現するため
にはレーザの精密な位相制御が必要となり，大変です．そ
こで，私たちは光パラメトリック発振器（OPO）と呼ば
れる特殊なレーザを用いました．OPOは，発振したとき
にその位相が0またはπのいずれかしかとり得ないため，
これを用いてスピンを安定に表現することが可能です．私
たちは，長さ1kmという巨大な光ファイバリング共振器
内でこのOPOの光パルスを2000個発生させ，それらに
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図 1 　コヒーレントイジングマシン
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光の基礎研究で世界を変えていく
期待されているのはチャレンジ精神や
想定外の成果
デジタルコンピュータの進展に陰りが見え，世界的に新しいタイプのコン

ピュータの研究開発が活発になっている中，NTTは世界に先駆けて，レーザ

発振器の示す相転移現象により高速な計算を可能とするコヒーレントイジン

グマシンを実現しました．原子物理学とその応用に関して優れた業績を挙げ

た研究者に贈られる，仁科記念賞を2017年に受賞したNTT物性科学基礎研

究所　武居弘樹上席特別研究員に，現代社会が直面するさまざまな問題を解

く糸口となる先駆的な研究成果と研究者としての姿勢について伺いました．
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測定結果に基づくフィードバックを行うことで，複雑に相
互作用し合っている2000個の「人工スピン群」を用いて

「組合せ最適化問題（図 ₂）」と呼ばれる問題を一瞬にして
解くコンピュータを実現しました．

組合せ最適化問題は，複雑にネットワーク化しつつある
現代社会のいろいろな場面で登場する問題で，さまざまな
要素，情報に起因する膨大な選択肢の中から，最適だと思
われる組合せを導くものです．例えば，輸送トラックの経
路の選択や無線通信のチャネル割り当てなどが典型例で，
また，「巡回セールスマン問題」と呼ばれる，複数の都市

すべてを一度ずつ，セールスマンが訪ねて出発点へ戻って
くるための移動距離が最小になる経路を求めるものもそれ
にあたります．都市の数が5であれば12通りしかありま
せんが，これが10都市になると約18万通りと膨大な数に
膨れ上がってしまうのです．これを解くためには複数の組
合せから総当りで計算すると，選択肢が多くなるに従い，
組合せの数が指数関数的に増加するため，従来のデジタル
コンピュータでは，その計算に膨大な時間を要します．こ
のような組合せ最適化問題の多くは，統計物理学で知られ
てきた理論モデルであるイジングモデルのエネルギー最小
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状態を探索する問題に変換可能であることが知られていま
す．そこで，このイジングモデル計算を，実際の物理シス
テムを使って「実験で解く」ことにより，多様な組合せ最適
化問題を高速に解く，というのが私たちのアプローチです．

私たちはCIMを用いて2000個のスピン群からなるイジ
ングモデル問題の高速な解探索が可能であることを実証し
ました．この実験結果は学術的に高く評価され，2016年
に米国の科学雑誌Scienceに掲載されました．ちなみに，
2016年の時点では，CIMの動作はまだ不安定で計算実行
には常に研究者の調整が必要でしたが，現在はさらに安定
したCIMを用いて国立情報学研究所（NII），東京大学，科
学技術振興機構（JST）等と共同で，一般ユーザがCIMに
よる計算を体験できる「QNN cloud」を2017年11月か
ら開始しました（図 ₃）．

●結果を得た瞬間は覚えていらっしゃいますか．
今でも覚えています．初めて大規模なOPO群を発生し

たときには，ちょっと試しにやってみたら予想外の結果が
得られた，という感じでした．表現するならば「あ，出た」
というイメージです．その時点では，ここまで発展すると
思ってもみませんでした． 

その後，初めて計算結果が得られたときには，最初はそ
れをどう評価すれば良いかもよく分かりませんでした．こ
の結果は，私たちがこれまで行ってきた量子光学やフォト
ニクスなどの分野を超えるものであったためです．得られ
た結果について，計算機科学など，他分野の研究者たちと
の議論に数カ月を費やし，これは解けたのではないかと確
認できたときは，正直ホッとしました．国家プロジェクト
としての研究をしているにもかかわらず，本当に解を得ら
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れるのか分からないというリスクを抱えていましたから責
任の重さを感じていたのです．評価指標の確立も含めて私
たちは分野を横断する研究に挑戦しているのだ，と改めて
思った瞬間でした．
●この研究の意義はどこにあるのでしょうか．

この20～30年におけるITは飛躍的に進展しています．
この背景にはコンピュータの性能が指数関数的に上がって
きたことにあります．30年前のコンピュータと現在のそ
れとはまるで別物ではありますが，ムーアの法則のような
展開も終焉を迎えつつあり，コンピュータの進展も頭打ち
であろうと考えられています．一方で，例えば，私たちが
日ごろ活用しているSNSサービスなどの ITネットワーク
は複雑化し，その効率化のために，さまざまな要素 ・ 選択
肢の組合せの中から最適解を見つけ出す，いわゆる組合せ
最適化問題も複雑化，大規模化しています．こうした問題
を従来のコンピュータで解を得るのは非常に難しいことで
すが，別のアプローチから解決の糸口を見つけることがで
きれば，ムーアの法則の限界を突破できるのではないかと
考えています．

ニーズとシーズの架け橋になる

●社会を変革する大きな存在へと発展しそうですね．その
ためにはどのようなスタンスで研究に臨まれますか．ま
た，本研究は今後どのように展開するでしょうか．
研究課題は大きく2つあります．1つは，コヒーレント

イジングマシンとはいったい何なのか，実体を明らかにし
ていくことです．2000個のレーザ光が結合して複雑な問
題を解くマシンの本質やその限界の有無等を自分たちなり
に明らかにしていきたいと思います．

もう１つは，学術的な貢献だけではなく，社会的な貢献
にどうつなげていくかということです．CIMはまだ海のも
のとも山のものとも分からない新しい技術で，挑戦すべき
ことがたくさんあります．世界的にみても研究者の数は少
なく，私たちが草分け的存在として世界を変えていこうと

努めていますが，その価値は社会が決めるものだと思って
挑んでいます．

言い方を変えるとシーズ指向でしょうか．ニーズも重要
だとは思っていますが，基礎研究の多くは，世の中で何に
役立つかはまだ分からない，まさにシーズ指向そのもので
す．失敗することも多いかもしれませんが，新しいものが
生まれる可能性をはらんでいるのです．本当に革新的なも
のとは，世間の知り得ないことともいえますよね．よく分
からないけれどやってみたもの，突然変異的に発生したも
のが世の中を変えていないでしょうか．私自身もシーズ側
の存在ですが，これまでの経験からも両方の重要性を実感
していますから，ニーズとシーズの架け橋のような存在に
もなれたらと思っています．

一方で，なぜ「組合せ最適化問題」に取り組むのかと意
義をたずねられたとき，「社会問題を解くカギとして重要
であるから」と返答することにウソはありません．しかし，
その理由は，実は「後づけ」で，私は「面白い」から研究
しているのです．私は光の実験をするのが一番好きです．
そして，光の研究を通して，自分の「世界への窓」を開こ
うとしているのかな，と思います．

個人的には，私はサイエンス，物理だけではなくて，研
究を通して，世界であったり，人間であったりを知りたい
という気持ちを，漠然とですが抱いています．実際，光の
研究を通して得た知見が，ほかの全く異なる分野で得られ
たそれと通じるものがあると感じるときがあります．その
とき，人を知り，この世界を知ることへつながっているの
だと思います．

環境から学び，決断する

●研究者の道を歩まれることになったきっかけを教えてい
ただけますか．
大学4年生のときに，光の波と粒子の相反する二面性に

魅せられたことがきっかけです．これを，光子を用いた干
渉実験を通して，自分なりに「光子とは，量子性とはこう
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いうものなんだ！」と，腹に落ちた気がしたのを覚えてい
ます．そして，光は物理の本質を鮮やかに描き出す存在だ
と実感し，研究者になりたいと強く思いました．実は，取り
あえず大学に入ったは良いものの，将来へのビジョンもな
く，学業より部活に熱心な学生でした．一変したのは配属
された研究室でレーザを用いた光計測実験に携わり，指導
教官である小林哲郎先生や，NTTのOBである北川勝浩先生
との出会いです．１つのことに夢中になりやすい私はレーザ
の実験に夢中になり，研究者の道を歩もうと決意しました．

その後，研究者をめざしてNTTに入社したのですが，
当時，修士課程卒の場合，まずNTTの支店へ研修配属され，
適性を判断された後に本配属となりました．私は支店で働
きながら，研究者になれる日を待ち望んでいました．

研修終了後に研究所へ配属だと告げられ，一瞬大喜びで
したが，配属先は希望とは異なる茨城県東海村にあった研
究所で，光ファイバ測定などを手掛ける部署でした．当初
は不満に思いましたが，そこにいらした研究者の方々の実
力の高さは私にもじきに分かりました．上司にも恵まれ，
私は「この人たちに追いつけるようにがんばろう」と考え
を改めました．そして，やる気に満ちた3年目．今度はつ
くばの研究所に異動になり，そこで「つくばWAN」とい
う波長多重アクセスネットワークの開発に携わることが決
まりました．これは当時最先端の画期的な取り組みでした
が，基礎研究志望が強かった私はそこでも「なんで私が…」
というネガティブなとらえ方を最初はしていました．

しかし，NTTの他の研究所の専門家たちとともに開発
が始まると，彼らの仕事がいかにプロフェッショナルであ
るかを実感しました．そこは，技術を隅々まで詳細に把握
しネットワークの細部まで考慮し設計する光ネットワーク
の研究者と，プロジェクト全体を把握し，多くの人を組織
して開発を進め仕様書を完成する開発の専門家の共同作業
でした．このように全く違う専門ですが，それぞれに高い
レベルで仕事をしている方々に比べ，私はなんと中途半端
な存在だろうと感じました．そして，自分なりに基礎研究
を追求しようと決意しました．もし，ストレートに基礎研
究所に配属されて研究者の道を歩んでいたら，今のような
私の研究スタイルは養えていなかったと思います．

●遠回りではなく，現在の研究スタイルや独自性を養う期
間だったのですね．その経験から若い研究者にはどのよ
うなことを伝えたいですか．
基礎研究には「想定を超える成果」が求められていると

思います．研究所を訪ねてくださる方々に私たちが新しい
シーズについての話をするととても喜んでくれます．こう
いう姿を拝見するとやはりチャレンジ精神や想定外に期待
してくださっているのだなと思います．

私の経験や特性から若い方に伝えたいことは，自分に
とって満足できる状況ではなくても「その環境や他者から
学ぶことはあるはずだ」と，若い研究者には踏みとどまっ
て周囲を見渡す時間を持ってほしいということです．全く
ないと気付いたら辞めたら良いと思いますが，NTTの研
究所はいずれも学ぶことに事欠かない場所だと思います．

一方で，決断をして行動に移す勇気も持ってほしいです
ね．入社7年目のとき，念願かなって現在の物性科学基礎
研究所への異動のチャンスが到来しましたが，一方，内心
異動することへの恐怖も感じていました．当時の私には物
性科学基礎研究所といえば非常にレベルの高いところで，
量子に関しては修士レベルの知識しかない私が通用するの
か，30歳を過ぎているのにまるで新人ではないかと不安
はつきませんでした．転身しようとするときはこうした恐
怖はつきものだと思いますが，好奇心やチャレンジしたい
気持ちが勝りました．その結果，新しい分野でのびのびと
研究ができていると実感しています．自らに変化しようと
いう意欲が湧いたときは，恐怖におびえるよりも，自分に
素直になったほうが良い結果が得られると思います．

そして，新しい分野に若い研究者はどんどんと挑戦して
ください．新しい分野にはチャンスがあります．長い歴史
を持ち，評価が定まっている研究分野にいると安心感は得
られますが，そこには偉大すぎる先人がたくさんいて，そ
の先人のやり残したスペースはごく限られていたりしま
す．一方，新しい分野は，まだ価値を見出す研究者が少な
い「広い海」といえます．リスクもあるかもしれませんが，
若い皆さんに成し遂げられるべきことが，そこにはたくさ
んあるのではないでしょうか．


