


ノーベル賞や大発見を目指している若者へ

以下の偉大なる先人たちの実例を参考にして、大発見をしてください。そして

人類の役に立ち、大いに社会貢献をしてください。

失敗は大成功の元です。失敗を恐れずに果敢にチャレンジし、想定外の結果

が出ても、すぐに没にしないで、そこに大発見が隠れていないか、よく考えてみ

ましょう。 こけてもタダで起きるな！ わずかなヒントも見逃すな！

常に思考を巡らせていて、Inspiration, Flash, Serendipityを持って努力すれば、

きっと研究大成功の女神がほほ笑むことでしょう。過去の偉大なる発見や発明

は、若い時になされているか、すでにその芽が出ていることが多いのです。



風邪を引いていて自分の鼻水を培地に落としたが
構わずにそのまま細菌の培養をしてみた

(普通なら培養せずに捨てるところ
であるが、天才フレミングには特別
の考えがあって続行したのかも)

細菌が繁殖

鼻水の周囲を除き
全面に繁殖している

イギリスの細菌学者フレミングが溶菌物質の『リゾチーム』
を発見する(1919年)端緒となった現象の模式図

ただし、これは自分の鼻水を培地に落としてしまい、普通の微生物実験としては初歩的な失敗！
しかし現在では『リゾチーム』は、卵白から取り出して食品や医療の分野などで広く使われている。

鼻水を落とした部分のみ
細菌が繁殖していない！

【以下 全て敬称略】

培地入りシャーレ



リゾチーム(Lysozyme)は、涙、鼻水、唾液などに含まれており、真正細菌の細
胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素で、細菌の感染予防で人の自己防
衛にも関与している。この作用があたかも細菌を溶かしているように見えることか
ら溶菌酵素とも呼ばれる。工業的には卵白から抽出したリゾチームが食品や医
薬品などに応用されている。

しかし、世間で言われているフレミングがリゾチームを発見した経緯は、何か変
です。プロの細菌学者の研究ですから、細菌培養用の培地の上に自分の鼻水が
落ちても構わずに、そのまま実験を続行するというようなことは通常ではあり得ま
せんので、たまたま鼻水が落ちたのではなくて、故意にやってみたのではないか
と思います。その時フレミングは風邪を引いていて、くしゃみをしたところ唾液の一
部が培地に飛んだとも言われています。鼻水でも唾液でも、いずれにしろ、その
中に『ばい菌』を攻撃して繁殖させない何かが含まれているに違いない。さもなけ
れば、鼻腔や口腔は、 『ばい菌』にとって繁殖しやすい環境にあり(温度、水分、
栄養素など)、普通ならすぐに『ばい菌』だらけになるはずなのに、そうならないの
はなぜだろうか、ちょっと調べてみようとしてわざわざ変な実験をしたのでは？



青かび (学名：Penicillium notatum)

ブドウ球菌
青かびの周囲を除き

全面に繁殖している

青かびの周囲のみブドウ球菌
が繁殖していない！

イギリスの細菌学者フレミングが抗生物質の『ペニシリン』を発見し
(1928年)ノーベル賞を受賞(1945年)する端緒となった現象の模式図

ただし、これは青かびのコンタミがあり、普通の微生物実験としては初歩的な失敗！

『ペニシリン』の名称の由来

培地入りシャーレ



フレミングが発見したのは、青かびのPenicillium notatumが生産するペニシリン。

その後、フローリーとチェイン(この二人とフレミングが共同でノーベル賞を受賞)

がその精製に成功した際、これらは複数のペニシリン系化合物の混合物である

ことが判明した。いずれもペナム環の3位にカルボン酸基が付いた、ペニシラン酸

化合物です。6位の側鎖の違いから、ペニシリン G、X、F、Kなどが発見されまし

たが、そのうちで収量、活性、安定性の面でペニシリン G（ベンジルペニシリン）が

最も抗菌剤として優れていました。P. notatumのペニシリン産生能はそれほど高く

なかったのですが、その後より生産量の高いP. chrysogenumが見つかり、さらに

品種改良と発酵培養技術の改良によって収量が向上しました。さらに生合成ペニ

シリンとして、V、N、Oなどもあります。

このペニシリンのお蔭で、すでに何百万人もの命が助かっているとのことであ

り、これは実に素晴らしいフレミングらの偉業で、人類に非常に大きく貢献した研

究成果と言えます。これは2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村 智

の研究成果と似た面があります。大勢の人の命を救うという偉業で。



中間子論
を完成した

寝室の天井板の２個の近接
した丸い木目を眺めていた

名案が浮かばず不眠症の湯川秀樹

翌日キャッチボールをした
時にやり取りを思い付いた

ノーベル賞
(1945年)

湯川秀樹が『中間子論』を完成させた時のInspirationの逸話

陽子や中性子(核子)が粒子(電子とニュートリノ)を
キャッチボールのようにやりとりして交換力(核力)
が発生するという斬新なアイデアが完成した (1935年)
【これは湯川秀樹が何かに失敗した例ではない】



言うまでもなく、天井板の木目を眺めて、翌日にキャッチボールをすれば、誰で

も湯川秀樹のように、ノーベル賞がもらえるような大発見ができるわけはありませ

ん。それ以前の状態が非常に重要です。湯川秀樹は、天才の特別優秀な頭脳

で、日夜あれやこれやと中間子について考えを巡らしていて、その最終仕上げの

段階で、日常のごくありふれた天井板の木目を見て、翌日にキャッチボールをし

たので中間子論が、ついに完成したのです。いわば『画竜点睛』的なのです。

後述のように、まさに、フランスの有名な細菌学者ルイ・パスツールの言葉とし

て有名な『幸運は用意された心のみに宿る』ということです。ごく普通の人が木目

を見てキャッチボールをしたところで、ただの木目とキャッチボールにすぎません。

余談ですが、上述のようにフレミングも湯川秀樹も1945年にノーベル賞を受賞

しているので、彼らは授賞式や祝賀晩餐会などで同席していたと思われます。





化学の実験などで、試薬の量を重量で表す場合には、グラム(g)を基本単位と
します。しかし、それよりもずっと少ない重さの場合には、ミリグラム(mg)、さらに
はマイクログラム(μg)、ナノグラム(ng)、ピコグラム(pg)という単位を使います。
いずれも1/1000ずつ小さくなっていきます。逆に千倍大きくなる場合にはキログ
ラム(kg)となり、いずれも３桁ごとです。以上をまとめると次のようになります。

g (基本単位のグラム)
mg (gの1/1000)
μg (mgの1/1000)
ng (μgの1/1000)
pg (ngの1/1000)
kg (gの1000倍)

そこで、たまに起こるミスとして、たとえばある試薬を50mg加えることと指示書
に書いてあるのに、ついうっかりしていて、50g加えてしまったような例です。これ
では千倍も多過ぎるのです。このようにして千倍ミスが起こり、全く想定外の結果
が得られて、そこからノーベル賞に至るようなことが起きることが稀にあるのです。



白川英樹のノーベル化学賞 (2000年)
白川英樹自身の話： 東京工業大学で助手を務めていた１９６７年、東京大学に

留学に来た韓国のある訪問研究者が、東工大のキャンパスにもよく顔を出してい

たんです。あるとき、研究熱心な彼が、ポリアセチレンの合成を経験してみたいと

言うので、作り方のメモを渡してやってもらいました。

ポリアセチレンは合成しても粉末にしかなりません。粉末にしかならないから、

さまざまな性質を分析する「物性」の測定は難しいとされていたプラスチックなん

ですね。彼は一人前の研究者でしたし、日本語も普通に理解できる方でした。だ

から、うまくできないはずがない実験だったんです。ところが、ほどなくして「できな

い……」と言うんです。「そんなはずがない」と装置の中を見たら、そこに真っ黒な

ボロ雑巾のような膜があったんです。「これは……」と思いました。

なぜ失敗したのか。原因はその場ではよく分かりませんでした。ただ、とにかく

僕にとって都合が良かったのは、「粉末ではない」ということでした。瞬間的に「こ

れは粉末ではない何かの形にできることを示唆しているな」と思い浮かべました。



もし薄膜（フィルム）を作ることができれば、物性の測定には最適な形になります。
実験の失敗をきっかけに、２つの意図的な目的が生まれました。「再度失敗しな
いために失敗の原因を突き止める」こと、そして「きれいなフィルムを作る」という
ことです。

原因については、どうも濃い触媒を使ったのではないかと推測しました。この研
究生は、白川から指示された量の1000倍もの濃度の触媒を使って、ポリアセチレ
ンの合成実験をやっていたようです。メモに書かれていた「mmol」（ミリモル）のう
ち、「m」（ミリ）を外して「mol」（モル）だけを読んでしまった、ということらしい。 「m」
（ミリ）は「1000分の1」を示す単位なので、これがなければ1000倍の濃度となって
しまう。（実際は、「m」を書き忘れたのか、それとも読み間違えたのか、定かでは
ないらしい） これによって、触媒の濃度が1000倍にもなっていたために、重合反
応の速度も1000倍に加速され、その結果、電気を通すポリアセチレンフィルムが

合成されたようです。そこで、触媒の濃度をどんどん上げて、失敗を再現する実験
をしました。ただ、この触媒は空気中で自然発火するので、常識外れの危険な実
験。研究室ではやってはいけないルール「べからず集」に載っている実験のひと
つでした。つまり、そのルールを知らない外部の人間だったからこそ、幸運な失敗



が起きたとも言えます。
結果的には、触媒を１０００倍の濃度にして、攪拌(かくはん)して混合すべきとこ

ろを攪拌せずに、表面が静かなところにアセチレンを加えれば、ボロ雑巾のような
膜ができると分かりました。

では、きれいなフィルムを作るにはどうしたらよいか。これは反応容器の側壁を
使うことを思いつきました。円筒形のガラス製反応容器に、濃度を高めて粘り気の
出た触媒を付着させ、そこにアセチレンを加えて重合を起こさせました。すると、
滑らかなフィルムができたんですね。触媒の量を調整すれば、厚さも大きさも自在
に、好みのフィルムができました。

こうして物性の測定に適したフィルムができてしまえば、おのずとゴールまでの
道筋は付いて、いろいろありましたが、やがてポリアセチレンに不純物を加えると
電気が通ることも分かったんです。これがプラスチックに電気を通す方法の発見
でした。

発見の道は決してひとつではなく、実験をしていると、いろいろなところに入り口
が現れるのです。それこそ、ゴロゴロしています。だけど、そんな入り口は、本筋



から少し外れたところ、脇道のようなところに偶然に現れたりするんです。その脇
道に気付き、入って行けるかどうか。ささいなことにも目を光らせるということが大
切だと思います。脇道があれば、その脇道を楽しむ余裕も大事ですね。そこで思
わぬ偶然に出くわし、そこで重大な示唆を受けることが時としてあります。私は何
度もそんな経験をしてきました。

では、どうやったら偶然をものにできるのか？ 物理学者のジョセフ・ヘンリーは、
「準備された知性（Prepared Mind）」の大切さを唱えています。細菌学者ルイ・パ
スツールもやはり同じことを言ってますね。私もそう思います。「準備された知性」
というのは、十分に教養を積んでいる、という意味だと思います。誰に対しても偶
然はゴロゴロ転がっているけれども、準備された知性がなければ、それに気付き
もしない。逆に、好奇心旺盛で、深い認知力と洞察力を養い、準備された知性が
あれば、偶然に気付き、偶然をものにできるのです。

白川英樹の発明した電気を通すプラスチックは、今日では、携帯電話の中の電
池やコンデンサーなどに広く利用されています。



江崎玲於奈のノ－ベル物理学賞 (1973年)
実験中にアシスタントが多量の不純物を含む半導体サンプルを作成してしまい、

偶然にもこれを測定してみて、思いもしない「トンネル効果」を発見し、エサキダイ

オ－ドを発明しました。

そして後日、彼は「我々は、創造性を養うには試行錯誤を繰り返し、創造的失敗

を恐れないことです。」と述べています。



上記の例のように、薬品の濃度を間違って千倍も濃くして想定外の結果が得ら
れ、それを元に大発見をしてノーベル賞に至ったような非常に素晴らしい結果ば
かりではなく、非常に悲しい結果となった例もあり、濃度ミスは要注意です。特に
人体に投与する場合は、基準の千倍どころか数倍投与しても危険な場合もある
ので、医療従事者は十分に注意してほしい。その実例は次のようです：

すなわち、セレン製剤の注射液の濃度を千倍高く間違い患者を死なせてしまっ
たことが、一流大学の附属病院で起こった。セレンは重金属の一種であり、重金
属は毒物なので、ある程度以上の量が体内に入ると死に至ることはよく知られて
いる。微量は、治療にも使われているが、所定の量の千倍では高濃度過ぎてい
けない。どうやら処方した2人の薬剤師の秤量ミスらしい。この事件では、亜セレ
ン酸を「66.6mg」秤取すべきところを、うっかり「66.6g」秤取してしまったらしい。

しかし病院側が、保管していた別の製剤を調べたところ、通常の738倍の濃度

のセレンが含まれていたという。単にmgとgを間違ったのであれば千倍濃いはず
であるが、実測値は738倍とのことで、これは、いったいどういうミスなのか、理解
に苦しむ。この病院は非常に有名で大きなものであるが、時々とんでもないケア



レスミスをして重大な結果を招いていることでもよく知られており、医療ミスがとて
も心配な大病院なのです。ここに空きスペースがありますので、もう一つだけそ
の実例を紹介しておきます。人工呼吸器の加温加湿器に、本来なら蒸留水を使
うところを誤って消毒用エタノールが注入され、患者さんがエタノールの蒸気を吸
い続けて死亡する医療事故など、全く信じられないような単純な医療ミスが今ま
でに色々とあります。ミスによる死亡事故は絶対にあってはいけません。蒸留水
と消毒用のエタノールを間違えて人工呼吸器の加温加湿器に入れたとしても、エ
タノールの臭気もするでしょうし、もっと早期に気付かないといけません。

大先生方が最先端の実に素晴らしい治療をしておられても、上記の実例のよう
な、薬剤師や看護師がこんな初歩的なケアレスミスをして死亡事故を起こしてい
るようでは、大病院も台無しです。医療の基本がなっていません！

ただし、医療ミスの起こる頻度は、単に多い少ないの絶対数の比較ではなくて、
病院の規模に対してどのくらい起こっているかで判断しないといけません。この
病院は病床数が1121もある地区最大の規模なので、確率論から言えば、小さな
病院よりはミスが多く起こる可能性があります。



田中耕一のノーベル化学賞 (2002年)
ノーベル賞受賞の対象となったタンパク質などの高分子化合物の新しい質量分

析法は、コバルトとグリセリンを誤って混ぜた「失敗」から生まれたものでした。間

違った試料を混ぜてしまったが、捨てるのは勿体ないと思ってテストしたら、目的

のタンパク質の質量解析ができていたとのこと。この失敗がノーベル賞に繋がっ

たのです。まさに『失敗は成功の元』なのです。

「失敗を恐れない、失敗をしても取り返しがつく。そういう考え方を日本の社会は

取り入れてもいいのではないか」と言いたいそうです。



山中伸弥のノーベル生理学・医学賞 (2012年)
当時実際にiPS細胞を作るための関係遺伝子を全部、順にチェックしていまし

た。その中から最後に残った２０数種類の遺伝子で、どれが可能性があるのかを

一個ずつ試していきました。 しかし、なかなかうまく行きませんでした。すると担

当研究者は、「最後にやってみるか」と遺伝子全部を混ぜたものを細胞に導入し

てみました。するとついに、求めていた幹細胞になったとのことです。つまりここ

には、発想の転換、失敗を恐れない果敢なチャレンジ精神があり、それが最終

的にノーベル賞に繋がる偉大な研究成果の端緒となったのです。

これに類似のことは研究をしているとよくあり、個々のものが単独では全く効果

がなくても、そのいくつかを混ぜると効果が出るというような現象です。さらには

1+1=2ではなくて1+1=7のような顕著な相乗効果が見られるようなこともあります。

色々と試してみるべきですねー。



以上は、ノーベル賞に至った偉大な研究成果ですが、以下はノーベル賞には
至りませんでしたが、なかなか素晴らしい発明や発見の実例をいくつか示します。

バイアグラ (想定外の効能の発見)
現在EDの治療薬として最もよく知られているのがバイアグラです。服用するだ

けでEDが改善されるという画期的な薬として登場し、瞬く間に世界中にそのすば
らしい評価は広がりました。しかし、これはEDを治療する薬としてではなく、狭心
症の治療薬として開発されていたのです。1990年代前半。イギリスにあったファ

イザー・サンドウィッチ研究開発と呼ばれるファイザー社の研究機関でバイアグラ
の主成分であるシルデナフィル（sildenafil）の研究開発がなされていました。しか

し、幾度となく臨床試験や研究を繰り返すも狭心症の治療薬としてシルデナフィ
ルは効果的ではなく、このままの研究することはできないと臨床試験の中止を決
定しました。その際に参加していた被験者から余ったシルデナフィル錠を回収し
ようとした時、被験者の多くがなかなか返そうとしませんでした。担当者が理由を
聞くと、服用することで勃起を促進する作用があるとのことです。この副作用が



予期せぬ発見となり、狭心症の治療薬ではなくEDの治療薬としての研究が進め
られて、ついにED治療薬のバイアグラとして販売されることになったのです。これ
の世界中に与える影響は絶大なものがあります。

アスパルテーム (想定外の効能の発見)
砂糖の200倍の甘味を持つと言われているアスパルテーム(α-L-アスパルチル-

L-フェニルアラニンメチルエステル)は、酸っぱい味のL-アスパラギン酸と苦味の
L-フェニルアラニンのジペプチドのエステルです。

ヒトにとって甘味料は必要なものですが、砂糖等の糖類は肥満、虫歯、糖尿病
等になるなど多くの問題を含んでいます。一時，合成甘味料としてサッカリンやチ
クロが用いられていましたが、発がん性等の問題があり、使用されなくなりました。

アスパルテームの甘味は、 1965年にアメリカの製薬会社G.D.サール社(現在
のNutra Sweet社)の研究員シュラッターが偶然。彼は、胃液分泌促進ホルモン

「ガストリン」の中間体としてアスパルテームを合成し、これを再結晶しているとき
に、パラフィン紙をとろうとして指をなめ、強い甘味を感じた。つまり、液が吹きこ



ぼれて指に付着する偶然と、研究員の指をなめる癖とがあいまって、企業の研
究方針とは無関係に、全く偶然にアスパルテームの甘味は発見されました。

アスパルテームは、各種の安全性データをそろえて米国FDA (食品医薬品庁)

へ1973年に認可申請がされました。しかし、研究者や市民団体から異議申し立
てがあり、 1981年になってようやく乾燥食品用に、1983年に飲料用に認可され
ました。これは、実に発見から18年目でした。日本では1983年に使用が認めら
れました。

なお、アスパルテームは、 Nutra Sweet社と日本の味の素(株)とで共同開発さ
れ、両者での生産量は年間数千トンにもなります。この様なペプチドの大量生産
は、他に例のないものです。アスパルテームはダイエットコーラ等に利用されてい
る他、商品名「パルスイート」として味の素(株)から発売されているダイエット甘味
料にも、利用されています。パルスイートには、アスパルテームの他、エリスリトー
ル、増量剤の還元麦芽糖水飴等も含まれています。1965年に米G.D.サール社
(現Nutra Sweet Kelco社)の研究員が、タンパク質のフラグメント合成の際、１枚
のパラフィン紙を取ろうと指を口に当てたところ、強い甘みを感じることを見つけ



ました。詳細に調べたところ、L-アスパラギン酸とL-フェニルアラニンからから構

成されるジペプチドエステルの再結晶中、一部が吹きこぼれて指に付着した化合
物が甘みの原因であることがわかりました。 これがアスパルテームの起こりで、
まさにセレンディピティ(serendipity)的発見といえます。

その後、味の素がG.D.サール社に提携を申し入れ、共同開発により製法を開
発しました。

ただし、アスパルテームの『発がん性なし』については、異論もあるようです。

ベンゼン環の構造
化学者アウグスト・ケクレ(1829-1896)は、ベンゼンの構造式について名案が浮

かばずに日夜悩んでいました。すなわちC6H6という化学式で、炭素の原子価を４、
水素のそれを１とすると、直鎖状ではどうしてもうまく構造式が描けません。そうし
ている頃に、夢の中に蛇が現れて、自分の尾の先をくわえていました。そこでケク
レは、ひらめきました。『そうだ直鎖状ではなくて環状なのだ。』そしてついにベン
ゼンの六員環構造の完成となりました。一般に図示する時は、環の炭素間は、



１つおきに二重結合のようにしますが、実際には環の各炭素間は、均等に1.5重
結合のような性質を帯びています。

以上は、ケクレがベンゼン環（亀の甲羅型）の構造を着想した時の有名な夢の
中のエピソードです。

ケクレの構造式 ロビンソンの構造式

ベンゼンの通常の構造式の書き方 (略式)



フランスの有名な細菌学者ルイ・パスツールの言葉として広まっている語句とし
て 「幸運は用意された心のみに宿る」は、フランス語では: le hasard ne favorise 

que les esprits préparés、英語訳ではChance favors the prepared mindという形

で言及されることもあります。日本語では、パスツールの言葉として、以下のよう
に様々な類似の言い回しが用いられています。 これらは、とても参考になります。

★幸運は用意された心のみに宿る
★偶然は準備のできていない者には微笑まない
★偶然は準備のできていない人を助けない
★チャンスは備えあるところに訪れる
★幸運の女神は、常に準備している人にのみ微笑む
★幸運の女神は用意された心のみに宿る

★幸運の女神は準備している者にしか微笑まない
すなわち、物事を常に深く真剣に考えている天才のみに成功のヒントが与えら

れ、普段から何も考えていない凡人には無理ということです。つまり、上述のよう
な、ひらめきでノーベル賞級の大成功を収められるのは、やはり天才のみか。



世界一の大発明家エジソンの名言
84歳の生涯の間に1300もの発明品を生み出した「発明王」で、1,000以上の特許を持ってい

たエジソンの名言は無数にありますが、その中から研究者に大いに参考になるであろうものを
少しだけ抜粋して以下に紹介します。よく味わってください。

私は失敗したことがない。
ただ、1万通りの、
うまく行かない方法を
見つけただけだ。

成功しない人がいたとしたら、
それは考えることと、
努力すること、
この二つをやらないからではないだろうか。



成功できる人っていうのは、
「思い通りに行かない事が起きるのはあたりまえ」
という前提を持って挑戦している。

人生に失敗した人の多くは、
諦めたときに自分がどれほど
成功に近づいていたか
気づかなかった人たちだ。

発明とは、
それが人類にとって
本当に必要なものなのかを
判断する能力である。



それは失敗じゃなくて、
その方法ではうまくいかないことが
わかったんだから
成功なんだよ。

売れないものは発明したくない。
売れることが実用性の証明であり、
実用性が成功を意味する。

まず世界が必要としているものを
見つけ出す。
そして、先へ進み、
それを発明するのだ。



Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration.

天才とは、1％のひらめきと99％の努力である。← この訳はエジソンの本意では
ないとのこと！

エジソンが残した特に有名な言葉がこれです。しかし世間にはこの言葉の意味

が上記のように誤解されていて、彼が本当に言いたかったのは下記のようです。

すなわち：『私は1%のひらめきがなければ99%の努力は無駄になると言いたかっ

たのだ。なのに世間は勝手に私を努力の人と美化し、努力の重要性だけを成功

の秘訣と勘違いさせている』とエジソンは言っております。

つまり努力するのは言うまでもなく当然の事であるが、努力だけをいくらしても

ダメで、成功するためには、さらにほんの少しのひらめきが重要だという事を彼

は伝えたかったようです。やはり天才とただ努力だけの凡人とは違うのですね。

物事を深く考えずに、ただ単に働きまくるだけでは大発見はできないようです。



最後に
非常に困難であるが ぜひ成功させてほしいこと

現在の日本の死亡原因のダントツ１位は、『がん』で、年間３７万人以上が亡く
なっています。 『がん』は、細胞中のDNAの老化現象のようなものなので、加齢と
ともに発症率が高まり、完全にこれを避けることができません。老化現象のような
ものなので完全なる予防が無理でも『がんの特効薬』が見つかれば、毎年３７万
人以上の命が救えるので、これは非常に重要で素晴らしいことです。

しかし、言うのは簡単ですが、実際には非常に厄介で、そう簡単には実現でき
ません。一口に『がん』と言っても、実に多種多様であり(肺がんだけでも数種類
あり)、特性もそれぞれ異なっており、しかも元は正常細胞なので正常細胞との差
が少なく、副作用のない、あるいはほとんどないような薬剤の開発は至難の業で
す。私も少しだけこのような研究に関与しましたので、よくわかります。今までのよ
うな攻め方では攻略できませんが、超天才が現れて、突破口が開かれることを期
待しております。最終的な臨床研究は医学部の独壇場でしょうが、基礎研究・開
発のような初期段階は、それ以外の学部でも十分やれますので、どうぞよろしく。



成功しそうで、すればとても便利になること

ぜひ成功させてほしいことは、たくさんありますが、その中から日常生活で切実
なる希望を一つだけ書いておきます。それは充電池の性能アップについてです。

例えば、スマホで色々とやっていると、電池の消耗が激しく、古くなると毎日充電
しないといけません。ついうっかり充電するのを忘れて、どこかへ行くと大変なこと
になることがあります。

ドローンが話題になる以前に、私は数種類のおもちゃレベルのドローンを買って
試していました。私のホームページの中に、メナード青山リゾートのハーブ園をド
ローンで上空から撮影した写真を掲載していますので参照してください。ドローン
を何機種か使ってみて思ったことは、充電池の持ち時間が、いずれも１０分以内
くらいしかなく、これではほとんど何もできず、上空へ飛ばしたら、すぐに下ろすこ
とを考えないといけないことです。現在の最新の機種でも類似ではないかと思い
ます。少なくとも３０分以上は電池が持たないと実用になりません。離島へ荷物を
届けるとか言ってますので、電池は改善されたのですかねー。ドローンの自重だ

けでも以前は１０分以内しかダメだったのに、業務用のドローンとは言え、今では



10kgとかの重い荷物をぶら下げて、１時間も飛べるようになったのでしょうか。電
池切れや故障で、途中で海へ落ちたら大変ですので安心して輸送を頼めません。

さらに現実に困ることは、デジカメの充電池です。フル充電して海外旅行に持っ
て行って、素晴らしい景色などを撮影しまくっていたら、予想よりも早く電池がなく
なってしまったという場合です。充電器はホテルの部屋に置いてあるので、すぐに
は充電できないし困ったとなります。もっとも私は写真も主要な趣味の一つですの
で、フル充電した予備の充電池も一緒に持参しますので、電池がなくなって撮影
できないというようなことは通常はありませんが。

外で使う場合は、ノートパソコンの充電池の寿命も同様に問題です。
とにかく、今や便利な装置などの多くは、充電池で動いていますので、充電池の

大幅改良をしたら皆さんに喜ばれますし、特許などでかなり儲かります。すなわち、
現在の大きさで、より長持ちし(現在の数倍)、火を噴かない安全な充電池の開発
です。専門家に聞いたところでは、長持ちについては、理論的に今ので限界とか。

とにかく、趣味的などうでもいいような研究ではなく、皆が望んでいる必要に迫ら
れているものを、ぜひ開発してください。どうぞよろしくお願いします。




