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地震予知はできない
1972 年，私はカリフォルニア工科大学（California

なものであると強く感じた。なぜなら，地震の前

Institute of Technology）4 年生だった。若くしてす

に起きるとされた「前兆現象」を認める科学的根

でに地震学第一人者であった金森博雄先生が，東

拠がなかったからだ。1991 年に私は，英国科学

京大学地震研究所教授を辞任して，カルテクの教

誌ネイチャーに予知研究の抜本的見直を提言する

授に着任した。先生は私の正式な指導教員ではな

論文を公表した。この論文は議論を呼び，社会的

かったが，直接教えを受け，研究者としての姿勢

にも予知ができないという意識が広がったが，予

も含め大きな影響を受けた。また，先生を通じて

知体制へ影響はほとんど無かった。ちなみに国

日本の研究者との交流も始まった。

家計画を痛烈に批判したにもかかわらず，私は

1982 年には新しい法律ができ，外国籍を有す

ゲラー・ロバート
（地球惑星科学専攻 教授）

1999 年に理学系教授に昇進した。

る者の国立大学教員任用が可能となった。私は東

その後も，前兆現象に基づく地震予知仮説が提

大からの要請を受けて，1984 年，32 歳で東大初の

唱されるたびに詳細検証を行い，
「地震は予知でき

任期無外国人教員（理学部地球物理学科助教授）

ない」という論文を 1997 年にサイエンス誌に発表

となった。着任後現在まで，純粋基礎研究（地震

した。また，100 年間にわたる予知研究の総括を行

波動論および地球 3 次元内部構造推定）に取り組

うとともに，どこの国においてもこれまで地震予

み，院生・OB と一緒に面白い研究成果をあげて

知が可能であった事例がなかったことを明らかに

きた（詳細は省略）
。今後もこの研究は続けてい

した。これらの検証研究は，世界的に大きな反響

く予定である。
地震学には基礎研究と応用研究があり，後者は

を得た。ただ，残念ながら，日本では，いまだに
東海地震の実用的地震予知事業が進んでいる。

社会にとって重要である。しかし，いうまでもな

さらに，2016 年には，国内外で支配的な地震ハ

く地震学者は予算獲得のために，応用研究につい

ザードの見積もり手法（確率的地震ハザード解析

て非現実的な期待を抱かせるべきではない。来日

＝ PSHA）について地震発生データと調和せず，

時，すでに大規模地震対策特別措置法に基づい

したがって廃止すべきと結論づける論文を公表し

て「東海地震」の実用的地震予知事業が実施され，

た。応用地震学分野の問題の根は深い。しかし，

国家的な地震予知計画も次々と発表された。しか

私は，定年退職後も，その解決に向けて取り組む。

し，これらの事業，計画ともに学問的に非現実的

ゲラー先生を送る
河合 研志（地球惑星科学専攻 准教授）

ゴリズムと偏微分波形の計算手法の開発が必要で
した。先生はその理論開発を院生および PD と行
い，初志貫徹，波形インバージョンの実現を成し

ゲラー・ロバート先生は 1973 年にカリフォルニ
ア工科大学を卒業し，1977 年に同大学大学院にて

遂げられ，その過程で 7 人もの博士を輩出されま
した。
その全員が研究職として活躍しているのも，

Ph.D. を取得されました。その後，同大学のリサー

先生の丹念かつ大胆な指導の賜物だろうと思いま

チフェロー，スタンフォード大学を経て，1984 年

す。 先生曰く「母国のアメリカでは短期的に成

に東京大学理学部に助教授として赴任され，1999

果を求めるために，長期間の理論開発研究はでき

年に教授に昇任されました。約 33 年間もの間，東

なかっただろう。東大の環境にとても感謝してい

京大学にて教鞭をとってこられました。地震学は

る。
」ちなみに，現在私が先生と共同で行ってい

大別すると震源の物理学と地球内部構造論の相補

る地球深部の詳細な 3 次元速度構造の推定の研究

的な二つに分けることができます。先生はその両

は，その開発された手法に基づいています。

者に造詣が深い希有な存在で，それぞれにおいて
教科書に残る業績を上げてこられました。

先生は退職された後も研究を続けられると伺っ
ております。いままで学務や教務に費やされてい

先生は東大に赴任してから，波形インバージョ

た時間が，大学という枠に納まらない多面的な才

ンとよばれる手法の開発を行ってこられました。

能につぎ込まれるに違いなく，これから先生がさ

波形全体そのものをデータとして用いて地球内部

まざまな方面で活躍されることが楽しみでなりま

構造や震源メカニズムを推定するいわば理想の方

せん。その忙しい間隙を縫って，助言をいただけ

法ですが，その実現のためには理論波形計算アル

ればと思っております。
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地域と連携する海洋基礎生物学拠点を目指して
学生，助手時代に過ごした理学部 2 号館の 13

験所について考えるうちに，三浦の海には世界で

年間，教授・所長時代の臨海実験所での 13 年間，

も稀なほど多くの種類の動物が生息していること

合計 26 年間にわたりお世話になりました。研究

や，諸先輩が臨海実験所で輝かしい実績を残して

者として駆け出しの頃，動物の発生過程で遺伝子

いることを知りました。しかし，この素晴らしい

の発現が時期特異的，組織特異的に調節されるし

三浦の海と臨海実験所について地元の方々はご存

くみを解明したいと思いました。その当時，動物

じないことに気づき，双方にとってもったいない

の特定の遺伝子を手に入れるには，その遺伝子の

と思い，知っていただく取組を始めました。その

タンパク質を精製し，アミノ酸配列を決め，塩基

甲斐があって，地元の三浦市長との面会が叶い，

配列を予想し，その塩基配列で目的の遺伝子をク

連携協定を締結して，三浦市が臨海実験所を応援

ローニングする方法が用いられました。そのため

し，臨海実験所は学術成果を三浦市に還元すると

には，大量の受精卵と発生が同調した胚を得る必

いう，よい関係を築くことができました。また，

要があり，それを可能にするほとんど唯一の動物

真珠のミキモトの創始者の御木本幸吉氏と初代所

がウニだったため，ウニをモデルに研究を始めま

長の箕作佳吉教授との出会いがきっかけとなっ

した。これがご縁で，後に臨海実験所に職を得る

て，世界初の真珠養殖技術の開発が臨海実験所で

ことになりました。赴任した当時，学生実習に利

行われたことを知り，地元ですら忘れ去られてい

用していた旧本館の天井や壁が老朽化により落

た三浦真珠を復活させ，真珠を活用する海洋教育

ち，柱は鉄筋の腐食により爆裂し，構内にいくつ

と，海洋生物の基礎研究を基盤として地方創生を

もある洞窟内には，長い歴史の間に廃棄された所

目指す「三浦真珠プロジェクト」を立ち上げまし

有者不明の試薬類や廃液が大量に残されていた

た。現在は東京大学，三浦市，神奈川県，ミキモ

り，旧日本軍の手榴弾が残っているとの情報があ

ト，京急電鉄，みうら漁協，富士通が連携して事

り，機動隊に不発弾の調査を要請したり，
「とん

業を推進しており，さらに広がると期待していま

でもないところに来てしまった」と思いました。

す。臨海実験所が地域と一体となって産学官民連

これらの問題も何とか解決し，落ち着いて臨海実

携により益々発展することを祈っています。

赤坂先生，祝完投！
岡 良隆（生物科学専攻 教授）
赤坂先生は，本学理学系研究科動物学修士・博

れ，その間に 1996 年若くして日本動物学会賞を

士課程を修了して 1981 年に学位を取得されまし

嶋田教授と共同受賞されました。これは，赤坂先

た。その後，動物学教室発生生理化学講座の助手

生が助手の頃から手がけてライフワークとされ

として，寺山宏教授や嶋田拓講師（当時）の片腕

た，アリールスルファターゼ遺伝子をモデルとす

として活躍されました。赤坂先生は私共にとって

る遺伝子発現調節ネットワークに関する先端的な

は，大学院の先輩，そして後には助手として，ま

研究が対象でした。そして，2004 年に，三崎臨海

た時には野球を一緒に楽しむ教室の仲間として，

実験所に教授・所長として着任され，以来 13 年

楽しく過ごさせていただいた仲です。赤坂先生の

間にわたって名物所長として辣腕を発揮されまし

野球の腕前はご自慢の種であり，学生時代は本郷

た。赤坂投手，われわれに多くの感動を与えての

の居酒屋チームに所属し，助手になってからは理

完投，おめでとうございます！

学部事務の野球部に所属して，文京区の底辺の 4
部リーグから 2 部リーグまで躍進させたと聞いて
います。私が学生時代，赤坂投手からホームラン
を打ったことを酒の席で話すと，今でも「痛恨の
一投」と悔やまれるところが，赤坂先生の情熱を
物語っています。この後，赤坂先生は，先に異動
していた嶋田教授に誘われ，広島大学に異動され
て，1989 年から助教授，そして教授として活躍さ
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赤坂 甲治
（臨海実験所／生物科学専攻 教授）
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大学を去るにあたって

池田 安隆
（地球惑星科学専攻 准教授）

学生時代を含めれば 40 年以上本郷キャンパス

懐かしさを感じました；欅の代わりに板根の張り

でお世話になったことになりますが，とりわけ思

出した熱帯の木々が植わっているほかは瓜二つで

い出が深い場所は大学生活の半分以上を過ごした

した。それもそのはずで，国立台湾大学の前身は

理学部 2 号館です。土木工事だらけで殺伐とした

1928 年に創建された台北帝国大学であり，ちょ

キャンパスにあって，今もなお浮き世離れした趣

うど東大が震災から復興するのと同時期に設計・

のあるこの建物ができたのは，東京そして東大が

建造されたものだからでしょう。建設ブームで荒

大正関東地震（1923 年）による壊滅的な被害か

れ果てた今の東大とは対照的に，創建時代の建物

らようやく復興しつつあった 1934 年でした。こ

は，今でもその多くが台湾の人々の手によって丁

の大震災を教訓に，恐ろしく頑丈に作られたこの

寧に補修され，生き残っています。

建物の中には，
生物・地学系の旧 6 教室がおさまっ

今大学人は，社会の役に立てと号令されて，つ

ていて，その住人も浮き世離れしたような人が多

らい研究生活を強いられている（と私には感じら

かったと思います。東京は，関東大震災の 22 年

れます）
。しかし，貢献すべき対象である社会体

後にも東京大空襲によって，再び一夜にして破壊

制は，戦争や巨大災害によって数十年に一度とい

し尽くされ 10 万人の命を奪われましたが，理学

う高頻度で大変革を経験してきたし，それに伴っ

部 2 号館を含む東大の建物群は生き残り，キャン

てわれわれ自身の価値観さえも変わってきまし

パスは避難する人々の収容所として機能しまし

た。こうした大変革の後に来たるべき新たな社会

た。さらに 66 年後に東日本を襲った超巨大地震

体制や価値観を構築するための種となる学問を醸

にも理学部 2 号館は耐え抜いたようです。

しておく場は，大学しかないのではないでしょう

30 年前に初めて国立台湾大学を訪れたとき，

か。東大が浮き世離れした学問と研究者を受け容

そのキャンパスと校舎のたたずまいが旧い東大と

れる場であり続けてくれることを祈って，退職の

そっくりだったことに驚くとともに，言い知れぬ

挨拶といたします。

池田安隆先生を送る
茅根 創（地球惑星科学専攻 教授）
池田先生は，東京大学理学部・理学系研究科に

現役の間にご自身の仮説を検証する機会に出遭え

おいて，変動地形学のご研究を続けてこられまし

たことは，研究者としては幸運であった」と，先

た。フィールドは，日本はもとより，ヒマラヤ−

生ご自身も独白されておられます。純粋科学とし

チベット，トルコ，インド・アンダマン諸島など

ての変動地形学をきわめてこそ，巨大災害後の新

世界に及びます。

しい価値観の確立や，より深い理解が得られると

1995 年の阪神淡路大震災以降，トルコ地震，
スマトラ大地震，四川大地震，東日本大震災，熊

の信念もお持ちでした。
これまでのご指導に感謝しますとともに，先生

本地震など，先生がフィールドとされる地域で，

にはまだまだ現役で，変動期に入った地球を観察

大きな地震が起こりました．これらは，池田先生

し続け，後進をご指導いただきたいと願っており

たちが地震前に特定されていた活断層や，プレー

ます。

ト境界で起こったものでした。そのため活断層と
いう専門用語は世間に知られ，防災にも適用され
るようになり，先生は，政府の地震予知や活断層，
原子炉の安全性に関わる委員を歴任されました。
しかしながら，先生のご専門はあくまで純粋科
学としての変動地形学です。実験室での実験とは
異なり，長い時間に１回起こる自然の現象相手
です。
「災害自体は大変不幸なことで胸が痛むが，
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核物理の夢を追って
私の人生は，もの心ついてからは，脱線も結構

のやや異様とも言える気迫に惹かれてその分野に

しましたが，原子核物理を軸にそのまわりで動い

入り込んでしまいました。いっぽうではその前か

てきました。その中で東京大学に在学した 9 年間

ら，いくつかのものがあつまってできる系（束縛

と在職した 30 年と3 ヶ月は決定的な意味を持ちま

系）に興味があったので，伏線はあったようです。

すし，私が物理で持っていた夢の数々をかなえた

院生時代に「もうお遊びは止めよう」と言われ

り育んだりする中で，大変力強い支えになってく

て，研究の最前線にいきなり送り込まれ，戦わな

れました。先ずこの場をお借りして感謝申し上げ

ければ生き残れないような感じで鍛えられまし

ます。

た。大変でしたがよかったです。有馬先生はその

物理の道に進みたいと思ったのは中学 1 年生の

頃すでに大変お忙しく，研究報告などをしばしば

時で，湯川秀樹博士らによる素粒子という岩波新

帰りの電車で並んで座ってさせていただいたこと

書を読んだ時でした。とくに感動したのは量子論

をよく覚えています。一般には東大出身者は物事

の歴史の部分で，根本的な真理を目指すという事

をよく分かっている方が多いようですが，私は人

と同時に，世界の国々から共通の目的のもとに同

のやったことがそのままでは頭に残らないたちで

志が集まって切瑳琢磨と協力を組み合わせて何か

す。まわりには何でもすらすらと丸ごと記憶でき

を進めるというプロセスにも興味を持ちました。

る方々ばかりなので驚きの連続でした。その中で

そのようなものにどっぷりつかって楽しんでしま

知らないことはその場で考えるというスタイルで

うことが，40 年間続いたことになりました。まだ

やってきました。このような非東大スタンダード

まだ続いてほしいと思っています。少なくとも，

を抱え込んでくださった東大の懐の深さに改めて

原子核には多くの謎が解かれずに残っており，新

感銘し，感謝する次第です。最後になりましたが，

たな謎も出て来ているのでそちらの心配はありま

ボソン模型に始まり，魔法数の予言，核力や変形

せん。

の理論，大型計算などの研究や教育で，研究室の

東大物理学科 4 年の時のガイダンスで有馬朗人

先輩，同輩，出身者，理学系研究科を始めとして

先生に初めてお会いしました。それまでは原子核

内外の多くの皆々様に助けられて進んでこられた

という分野はほとんど知りませんでしたが，先生

事に心から感謝させていただきます。

大塚孝治先生を送る〜研究の未来を見通す慧眼
福嶋 健二（物理学専攻 准教授）
大塚先生といえば，私は，まず量子力学の講義
を思い起こします。物理学科に進学した私が初め
て本格の量子力学に触れたのが，大塚先生の講義

1990 年代以降は大型計算機の可能性にいち早く

でした。熱意のこもった板書をしながら，ときど

着目し「モンテカルロ殻模型」という数値計算手

きシャツをたくしこまれていた若き日の姿を，よ

法を確立されました。新しい魔法数の予言，その

く覚えています。その後，
私も原子核理論を学び，

一般体系化としての殻進化描像など，今に至るま

研究員として大塚先生のすぐ隣の研究室に所属す

で大塚先生は時代の一歩先をゆく研究をされてき

る機会を得ました。今もときどき思い出すのは，

ました。また大塚先生は余人には真似できないほ

なんと夜中の 2 時頃まで，大塚先生が院生室で物

どに世界中を飛び回り，さまざまな会議からの招

理の議論をされていたことです。大塚先生の，講

聘に応じてお忙しくされています。ご退職後もま

義とはまた違った熱い一面が，強く印象に残りま

すますご多忙な研究生活を送られることと存じま

した。今思えば，現在大きな研究分野に成長した

すが，健康にも留意され，未来を見通す慧眼で後

「テンソル力による殻進化」研究を，まさに大塚

進をお導きください。これまで長い間お疲れ様で

先生が創生される現場に，私は偶然居合わせてい
たようです。
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大塚先生は，有馬朗人先生の「相互作用する
ボソン模型」の黎明期からその発展に尽力され，

した。

大塚 孝治
（物理学専攻 教授）

定年退職者の方々を送る

自然放射能研究から環境放射能研究へ

小橋 浅哉
（化学専攻 准教授）

学生時代と助手に採用されてしばらくの間は，

酸化状態に関する研究である。帰国してからしば

標準岩石試料に含まれる自然放射性元素ウラン，

らくはこの研究の続きの仕事をしていたが，その

トリウムおよびラジウムの同位体濃度の定量や鉱

後，インドで行われた書籍に含まれる放射能の研

物中のウランおよびトリウムの同位体の存在状態

究に刺激を受け，書籍などの紙類に含まれる放射

の違いとその原因の研究を行った。これらの研究

能の研究を始めた。紙類は，
今日の社会において，

で博士号を得た後は，その頃生物学が新たな発展

大量に生産，貯蔵そして廃棄されており，環境に

を始めていたことに刺激され，生物体に含まれる

おける重要な物のひとつである。紙類は，植物を

放射能に目を向けた。シダの一種であるウラジロ

原料とするパルプと鉱物である填料・顔料から成

やそのほかの植物試料に含まれる自然放射性核種

るので，この研究は，それまでに行った鉱物・岩

228
を定量し，
R aと 2 2 8 T h との放射非平衡を利用す

石の放射能および植物の放射能についての研究で

る年代測定法を考案した。

得た知識が生かされる仕事になった。紙類には，

若い頃，地下鉄の本郷三丁目の駅を出て，本郷

意外に高い濃度の自然放射性核種とフォールアウ

通から北の空を見たとき，スモッグがかかってい

ト核種 1 3 7 C s が検出された。そして，その放射能

たのを記憶している。東京に来てからは，目黒川

の源や，紙類の生産や廃棄に伴う放射性核種の移

や石神井川から近い場所に住んでいる。これらの

動について知見を得ることができた。

川は，以前は，下水が流れ込んでドブ川の状態に

2011 年に発生した福島第一原子力発電所事故

なっていた。このような環境問題は，現在ではか

の後，理学部ニュースに解説記事を書かせていた

なり改善されているので，今の若い人は，環境汚

だいた。また，福島県での帰宅支援事業にも参加

染がひどかった時代があったことを知らないかも

した。理学部建物周辺の放射線測定や除染作業を

しれない。このような体験もあって，私の関心は

教員や技術職員の皆さんと一緒に行ったのも思い

環境放射能に移って行った。

出になっている。学内の放射線管理関係の方々と

環境放射能についての最初の研究は，フロリダ

ともにエックス線装置の管理の改善の仕事を行

州立大学留学中に行った海水中のプルトニウムの

い，業務改革総長賞を受賞したことも思い出す。

小橋浅哉先生を送る
鍵 裕之（地殻化学実験施設 教授）
小橋先生は 1974 年に東京大学理学部化学科を

務を日々進められ，われわれの研究・教育活動を

ご卒業され，本研究科化学専門課程に進学され

支えてくださいました。これまで理学系研究科で

ました。1978 年に理学部放射性同位元素研究室

滞りなく仕事が進められたのは，小橋先生のご

の助手に着任され，1992 年に助教授（後に准教

尽力によるものと深く感謝しております。教育面

授）に昇任されました。学位論文では放射性鉱

では化学科の放射化学の講義と放射化学実験を長

物中におけるウラン，トリウム，ラジウムの存在

年ご担当くださいました。

状態を溶出実験によって明らかにされ，G ．ショ

小橋先生はたいへん几帳面なお人柄ですが，お

パン（Gregory Choppin ）教授（フロリダ州立大学）

茶目な一面もお持ちです。放射化学の講義では質

の研究室に博士研究員として 2 年間滞在されまし

量数 238 ，235 ，234 のウランの同位体が話題に出

た。最近は日本の書物に含まれる放射性同位体か

ますが，学生さんが覚えやすいように「ふみや」
，

らの放射線を研究されており，一貫して放射線に
関連するお仕事をされています。
小橋先生は研究だけでなく，放射線管理室の教
員として放射性物質の管理，放射線取扱者の教

「ふみこ」，
「ふみよ」と名前をつけて教えられて
いました。
ご退職後は郷里の岡山に移られるとうかがって
おります。長い間ありがとうございました。

育，RI 実験室の維持など，実に多岐にわたる業
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時の過ぎ行くままに
理学部・理学系研究科には進学以来 45 年もお世話に
なった。
学部 4 年で受けた講義では，それまでは現象論として

にアメリカのコロラド大学で武者修行を続けた。彼地

教わっていた「星の主系列」を，最初の 1 時間で理論的

では，生まれて初めてスキーを習った。斜面とも言え

に明快に説明されて，驚き，また感動もした。講義中に

ない様な緩斜面で，先ずは，倒れてから如何に立ち上

天文学科の仲間（僅か 6 人）が次々と睡魔に襲われる中，

がるか等を習得した後，何日目かに，初心者には足も

最後の一人として必死に苦闘したこともあった。大学院

竦む所に連れて行かれた。何時間も懸けて漸く降りた

に進んですぐに，当時大問題であった太陽ニュートリノ

そのコースは，二度と来たくない程の恐怖の場所であっ

問題に関連して，太陽の振動安定性を調べる課題を与え

たが，何ヶ月か後に再訪してみると，そこは直滑降で

られた。それから色々と恒星の脈動理論の進展へと広げ，

あっという間に滑り下りられる所であった。

海野和三郎先生，尾崎洋二先生（ともに現在は名誉教授），

先日，こういった若い頃に撮った写真を取り出して

安藤裕康さん
（現在は国立天文台名誉教授）と共に，グルー

みると，退色や変色が酷くなっていた。昨日の如くに

プの成果を中心とした本を刊行することになった。刊行

思えても，年月が経っていたことを思い知らされる。

時期への制約があったのだが，そんな折に尾崎先生と安

最近はカメラも文献もデジタル化されているので，こ

藤さんはそれぞれ国外長期出張で不在となった。その結

れからは，そういった感慨に耽ることも少なくなるか

果，毎日，草稿書き，図版の用意，文献調査，仕上がっ

も知れない。本は手垢で汚れる程に愛読書であり，レ

た原稿の校正に，そして最後は言い訳にと追われ続け，

コードは磨耗して傷音が多くなってこそ愛聴盤である。

大いに鍛えられることになった。10 年の後に，斉尾英行

劣化しない盤の実現をあれほど夢見ていたのに，それ

さん（現在は東北大学名誉教授）も加わって，大幅に改訂

が CD の登場で現実のものになってみると，時間が経っ

したが，この時には，色々な知恵や方便も自然に身に着

ても高質ではあるが同じ音質しか再生しない CD には，

けていた。絶版になって久しいが，中古で 10 万円もの値

「もの」としての愛着感があまり湧かないことに気が付

が付いていたのには驚いた。この本が，急速に進展中の

いた。そこには，聴くという自分の能動的行為の歴史

星震学の礎の役割を果たしていることは誇らしい。

が刻印されていないのだ。そしてその事こそが何やら

学位取得後，ベルギーのリェージュ大学に武者修行

腹立たしい。そう考えると，鏡に映る顔の皺に，薄く

に出掛けた。半年くらい経た頃，左眼球に怪我をして，

もなり且つ最早黒い方が少なくなった頭髪に，どこか

研究は疎か，普段の生活も儘ならない時期があった。

誇りを持てる気がして来て可笑しい。

無為に時間を過ごすのも憚れたので，一念発起して，

今日まで好きな研究を自由にさせて貰えた環境には，

自動車の運転免許を取得しようと決意した。フランス

感謝の念で一杯である。諸先生を始め多くの先輩方，

語に悪戦苦闘し，縦列駐車に苦戦し，土地勘のない所

有能な後輩達，才気溢れる学生諸君，そして大学を支え，

での路面走行試験には何度も落第を重ねて漸く取得し

研究を支えて下さってきた事務の皆さんには深く御礼

ただけあって，更新の必要のない免許証に貼ってある，

を申し上げたい。

柴橋博資先生を送る

いっぽうで，専攻長や教育会議議長を幾度も務めら

髙田 将郎（天文学専攻 助教）

れ，大学をとりまく環境が時代と共に大きく変化する

柴橋博資先生は，1972 年に東京大学理学部天文学科

中，天文学専攻の運営にご腐心されました。

に進学以来，一貫して本学天文学教室で，勉学，研究，
教育に邁進されて来られました（1979 年理学博士，同
年天文学教室助手，1993 年同助教授，1998 年同教授）。
先生のご専門は，恒星・太陽物理学，なかでも太陽や

明るく社交的なお人柄の先生ですが，いくつか強い
こだわりを持っておられます。一例を挙げますと，助
手時代に天文学教室の計算機ネットワーク環境改善
（VAX/VMS システム導入）に携わられました。以来筋

恒星の振動とそれを用いた内部構造探査（日震学，星震

金入りの VMS 党で，その後台頭してきた UNIX に対

学）の理論的研究です。手掛けられたテーマには，A 型

する優位性をしばしば語られました。先生のオフィス

特異星の脈動，太陽の音速分布の決定，脈動周波数の変

には，最後まで VMS のワークステーションが置かれ

調を用いた連星系の探索などがあります。先生のお名前

ていました。

は共著書「Nonradial Oscillations of Stars」
（東京大学出版会）
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今となっては何処の誰かと思う若き自分の写真には，
何か安堵したような，誇らしげな表情が窺われる。更

ご退職後も，まだまだ第一線の研究者としてご活躍

でも有名です。執筆作業では先生が最大の貢献をされた

を続けられるものと信じております。長年にわたるご

というのは，研究者の間では周知のことです。

功労本当にありがとうございました。

柴橋 博資
（天文学専攻 教授）

定年退職者の方々を送る

なぜ理論家になってしまったのか

田嶋 文生
（生物科学専攻 教授）

65 歳になり，定年をむかえることになりまし

ち，午後 5 時から実験をはじめ，次の日の午後 5

た。18 歳で九州大学理学部生物学科に入学して

時に実験を終了し，24 時間後に実験を再開する

以来，大学と研究機関で過ごしてきました。九州

という計画でした。無謀な計画であり，指導教官

大学に学部生・大学院生として 9 年，テキサス大

の言葉は当然です。しかし，実験にむいていない

学ヒューストン校に大学院生として 4 年半，九州

ことは，理論にむいていることを保証するもので

大学に日本学術振興会奨励研究員・特別研究員と

はありませんので，ある種の不安をいだきながら

して 6 年，国立遺伝学研究所に助手・助教授とし

理論を勉強することになり，
現在に至っています。

て 5 年半いました。その後，東京大学に教授とし

話は変わりますが，わたしの主要な研究テー

て赴任しました。東京大学には 22 年いることに

マのひとつは「遺伝的変異の維持機構に関する

なります。

理論的研究」です。基本的には，あるモデルの

研究分野は，理論集団遺伝学という，生物学で

もとで期待される遺伝的変異の量やパターンを

はめずらしい非実験系の分野です。しかし，初め

求めることです。モデルとして，中立突然変異

から理論集団遺伝学をめざしたわけではありませ

モデル，自然選択モデル，分集団化モデル，集

ん。はじめはショウジョウバエをもちいた実験集

団サイズ増減モデルなどを考えました。今，この

団遺伝学を行なっていたのですが，指導教官の故

分野では多少貢献できたのではないかと思ってい

向井輝美教授（九州大学）からの「きみは実験家

ます。昨年，アメリカ遺伝学会が発行している雑

にはむいていないようだね」の一言で，理論に転

誌「GENETICS」は創刊 100 年をむかえ，100 年

向しました。ショウジョウバエの実験では，8 時

間に掲載された論文から 24 編を選び，これらを

間が 1 セットです。ふつうは，午前 9 時から午後

CLASSICとして紹介しています。1983 年に書い

5 時を 1 セットとして実験を行ないます。要領の

た論文はそのひとつに選ばれました。定年をむか

悪いわたしは，1 日 1 セットではまにあわず，2 日

える今，ご褒美をもらったような気がします。

で 3 セットの計画をたて，実行しました。すなわ

シンプル・イズ・ベスト！
野崎 久義（生物科学専攻 准教授）
田嶋文生先生は 1995 年 4 月に生物科学専攻に

それ以降個人的に本郷界隈でミキサーをすること

進化多様性生物学大講座が発足するのにあたり，

になりした。店は古典的な居酒屋で，先生の定番

国立遺伝学研究所から教授で赴任されました。そ

は日本酒と刺身というひじょうにシンプルなもの

れからはや 22 年が経ってしまいました。その間，

です。
若手が沢山食べ物を注文しようものならば，

新大講座の運営，とくに学生と教員の交流，集団

「お前，飲みに来たのか？それとも食いに来たの

遺伝学の理論的研究ならびに後継者の育成にたい

か？」と一喝することもありました。時々先生の

へん力を注がれて来ました。ご研究でとくに有名

ご専門に近い遺伝子進化モデルなどの質問をする

なのが Tajima s D（ Tajima 1989, Genetics ）であり，

と，決まって言われますのが「シンプル・イズ・

集団の DNA 多型をひじょうにシンプルな手法で

ベスト」であります。田嶋先生にとってはご研究

解析することにより自然選択の有無を検定するこ

においても飲み会においても「シンプル」が最良

とができるので，もっとも広く使用されている集

ということです。

団遺伝学的手法のひとつです。
田嶋先生は米国で学位を取得された経験から，

若手と議論が弾んで気持ちが良ければ「これか
ら六本木に行こう！ビートルズ聞きに行こう！」

新大講座でも学生と教員の交流が重要であると考

と言って本郷から六本木のビートルズの曲の生演

え，毎週ビールなどを楽しむ進化大講座のミキ

奏の店までタクシーで直行して，大都会の夜を満

サーを発案されました。しかし，次第に参加者は

喫させてもらった学生も多いと思います。ビート

減り，最後は田嶋先生と野崎だけになりました。

ルズ世代の田嶋先生，22 年間本当にお疲れさま！

11

定年退職者の方々を送る

退職にあたり
大学院生のときから，40 年余りに渡り，大変

間が，昔はああであった，今とこう違う，はたま

お世話になり，ありがとうございました。大学院

た，昔は良かった，と語ることは見苦しいので，

から退職まで同一大学，
同一研究科，
同一専攻（途

昔話は述べずに去らせていただきます。無事に退

中，専攻合同があり改組はなされましたが）に所

職を迎えることができたのは，ひとえに，指導教

属し続けるという，現在では最も推奨されない経

員，先輩方，東京大学の優秀な先生方，優秀な学

緯を辿る結果となりました。40 年の間に，大学，

生たちに支えられてであったと，あらためて皆様

それをとりまく環境，学生の気質など，あらゆる

に感謝申しあげます。東京大学，また理学系研究

ことが大きく変化しました。ですが，退職する人

科のますますのご発展をお祈りいたします。

永原 裕子

永原裕子先生を送る

（地球惑星科学専攻 教授）

田近 英一（地球惑星科学専攻 教授）
永原先生は，1983 年に本学大学院理学系研究
科地質学専攻で学位を取得された後，日本学術振
興会奨励研究員，本学大学院理学系研究科助手，

す。いっぽうで，広い視野と的確な分析力をお持
ちで，周囲から頼りにされています。
私も何か困るとよく相談にのっていただきまし

助教授，米国カーネギー地球物理研究所客員研究

た。挽き立てのコーヒーをご馳走になりながら雑

員を経て，2001 年に教授になられました。

談させていただいたことも数知れません。クラ

惑星科学分野において，先駆的かつ革新的なご研

シック音楽をこよなく愛され，とくにオペラに関

究で世界をリードされ，隕石の研究から太陽系形成

しては筋金入りの愛好者であり，超多忙なスケ

初期に生じた物質進化の基礎実験や理論研究へと

ジュールの合間を縫って，本場のウィーン，パリ，

展開することで，宇宙鉱物学という新分野を開拓さ

ロンドン，ニューヨークなどを飛び回ってオペラ

れました。また，国内外でたくさんの要職に就か

鑑賞される一面もお持ちです。

れ，地球惑星科学の発展に尽力されてこられまし

ご退職は本当に残念ですが，これまでのご恩に

た。そうした功績により，紫綬褒章をはじめ国内

感謝申し上げるとともに，これからは雑務から解

外で数々の栄誉ある賞を受賞されておられます。

放され，お元気で穏やかな日々を過ごされますこ

永原先生はとても細やかな気配りをされる方で

とを，心からお祈りしております。

附属小石川植物園：Photo Koji Okumura（Forward Stroke Inc）
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311号室を去るにあたって
311 号室。これは東京大学理学部 1 号館にある
私のオフィスの部屋番号です。

2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災と福島

よび外部被ばくの調査を行ってきました。他に誰

第一原子力発電所事故は，私の人生と，研究者と

もやっていないことで私にできることは何か，と

してのキャリアも大きく変えました。オフィスの

いう研究者としての視点からの取り組みです。

部屋番号が 311 であるのは全くの偶然とは言え，
運命のようなものを感じます。

早野 龍五
（物理学専攻 教授）

それ以来，東大での講義とジュネーブでの研究
に加え，福島に足繁く通い，住民の内部被ばくお

得られた結果は論文として世界に公表するとと
もに，福島に役立てることを続けてきました。福

この 20 年間，私はジュネーブの CERN 研究所

島の給食の放射能検査，ホールボディカウンター

で ASACUSA（アサクサ）という名前の国際研究

による内部被ばく検査，乳幼児専用の内部被ばく

チームを率いてきました。反物質の研究，とくに

検査装置「BABYSCAN」の開発とそれを用いた

反陽子ヘリウム原子のレーザー分光という方法を

測定，電子式個人線量計 D-shuttle による世界の

用いた，物質と反物質の対称性の研究です。この

高校生の外部線量比較などです。結果として，福

ように世界中で自分たちしかやっていない研究を

島での被ばくは，当初懸念されていたよりもはる

進め，成果を上げることは，研究者の本懐です。

かに低く，今や，避難区域外では，事故の影響を

いっぽう，
「ただちに役に立つわけではない」研

受けていない世界の各地と違いがないことが示さ

究を進めるため，毎年毎年，少なからぬ研究費を

れました。関連論文のダウンロード数は通算 15

国からいただいていることについては，
（良い成

万回以上となり，最近ではその分野の国際会議な

果を出せば，意義は理解していただけると思って

どへの出席が物理分野よりも多くなりました。

はいても）一抹の申し訳なさも感じていました。

これらの活動は，東大基金を通じて私に寄付金を

2011 年の 3 月 11 日の東日本大震災と，未曾有の

お送りくださった，多くの方々によって支えられた

福島第一原子力発電所の事故直後から，私の Twitter
への投稿が多くの方々の目にとまり，一瞬にして

ことを，ここであらためてお礼を申し上げます。

311 号室を去った後は，福島への取り組みも

フォロワー数が 10 数万人になりました。思いもか

CERN での研究も，徐々に若い世代に引き継いで

けず注目を集めたことが契機となり，これまで私の

いきます。私の次の任務は，2022 年に日本で開催さ

研究を支えてくださった納税者の方々に，今こそ何

れる国際物理オリンピック。出題委員長として，世

か貢献せねばと，考えるようになりました。

界の若いチャレンジャーに向き合うことです。

早野龍五先生を送る
櫻井 博儀（物理学専攻 教授）
早野先生は 1979 年に東京大学理学部で学位取
得後，本学部附属中間子科学実験施設助手，高エ

文化賞（2009 年）を受賞されています。
早野先生のこうした自由闊達さは研究だけにと

ネルギー物理学研究所助教授を経て，1986 年より

どまりません。教養学部全学ゼミナールでの「歌

本学部物理学科の助教授として着任され，1997 年

舞伎ゼミ」の開講，インターネットの普及活動，

に教授に昇進されました。本学で約 30 年間教鞭

そして最近は福島原発問題にも取り組んでおられ

をとられ，2010 年から 2 年間，物理学専攻長を務

ます。これらの活動も早野先生の専門性を背景に

めるなど大学運営にも従事されました。

すべてが一流です。学部教育では「計算物理」に

早野先生のこれまでのご研究は，原子核物理，
素粒子物理，物性物理と幅広く，ひとことで括る

取り組まれ，共著で教科書を執筆されています。
早野先生のこうした活動は，先生の専門性にと

ことができません。
「面白いことを自由にやる」

どまらず文化に対する深い造詣を背景にして，評

という物理屋としての「早野流」を貫かれ，どの

論家 ・ 批評家的な立場ではなく，献身的に自ら

研究においても一流の成果を挙げてこられまし

「かぶいてみせる」哲学を徹底されているように

た。なかでも長寿命反陽子ヘリウム原子のご研究

思います。ご退職後も引き続き早野流を貫いてい

は，その発見から分光法の開発，CPT 対称性研究

ただき，また何か新しいことに挑戦されることを

の推進など，20 年以上にわたり取り組まれ，井上

期待しています。

，仁科記念賞（2008 年）
，中日
学術賞（1997 年度）
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定年を迎えて
私は 1982 年 1 月に東大の附置研究所であった東

するプロジェクトを構想するようになり，ハワ

京天文台（当時）人工天体運動部の助手に採用され

イ・マウイ島に東大望遠鏡として口径 2 メートル

ました。すばる望遠鏡の建設に伴い，1988 年 7 月に

MAGNUM 望遠鏡を建設したことは，忘れがたい

東京天文台は国立天文台と東大の天文学教育研究

思い出です。一介の研究者だった私が望遠鏡建設に

センターに改組しました。天文台の敷地は武蔵野

関わることは，以前の私には想像できない出来事で

の自然が残り，考えをまとめるための散策などに

した。このプロジェクトによって距離測定の新手法

は最高の場所でした。その後，1994 年 1 月に天文学

を確立することができたことは大きな喜びでした

教育研究センターへ移り，勤務地を変えることな

が，それだけでなく，チームワークの大切さを学び，

く 35 年間をずっと三鷹で過ごすことができたこと

人間的にも成長することができたことは，それに勝

は幸運だったと思います。

る喜びでもありました。

この 35 年間の天文学の進展は凄まじいものでし

現在は，天文センター教職員，研究員，院生が一

た。CCD カメラの登場で，写真より数百倍も暗い

丸となって，南米チリのアタカマ砂漠にある標高

微光天体の撮像が可能になり，それを搭載した大口

5640 メートルのチャナントール山頂に口径 6.5 メー

径望遠鏡や地球周回衛星が天文学研究のあり方に大

トル TAO（The University of Tokyo Atacama Observatory）

きな変革をもたらすことになりました。冷たい暗黒

望遠鏡を建設中で，天文学最大の謎である銀河の誕

物質による階層的銀河形成シナリオが他を制し，宇

生や惑星の起源の解明に挑んでいます。やがて，若

宙の膨張率を表すハッブル定数の値がある範囲に収

い研究者達がこの望遠鏡を使って，世界を驚かすよ

まり，宇宙の加速膨張が確実になるなど，論争が絶

うな成果をあげる日が来ることを願っています。

えなかった多くの問題が決着に向かったのも，高精

これまでの研究生活 35 年間の天文学の変化を考

度かつ大量の観測データが得られたおかげです。そ

えると，これからの 35 年で天文学がどこまで発展

のいっぽうで，この巨大化の波に取り残された小口

するのか，考えただけでもワクワクします。

径望遠鏡が，長期間のモニター観測の専用望遠鏡と
して復活するという驚きの展開もありました。
同じ頃，活動銀河核の距離を測定する着想を得
て，可視赤外モニター観測の専用望遠鏡を建設

最後に，お世話になりました理学系の先生方，そ
して，プロジェクトのためにお骨折りいただいた事
務方の皆様方に厚く御礼を申し上げます。長い間，
本当に有難うございました。

吉井先生ご定年によせて
土居 守（天文学教育研究センター 教授）
吉井譲先生は，京都大学理学部をご卒業，東北

いう宇宙物理学最大の謎として確立し，遠方超新

大学で博士号を取得され，研究員を経て東京大学

星観測による宇宙の加速膨張の発見という形で

東京天文台の助手になられました。その後国立天

ノーベル物理学賞へもつながっていきましたが，

文台の助教授を経て 1994 年に天文学教育研究セ

吉井先生たちのお仕事は，超新星による研究結果

ンターの教授に着任され，
木曽観測所長・センター

発表の 8 年も前に本質を指摘していました。

長も務められました。またオーストラリア国立大

また活動銀河核での光の反響を利用した独創

学，ダーラム大学，ニールス・ボーア研究所の客

性の高い距離測定の方法を考案され，ハワイに

員教授も務められました。

2mMAGNUM 望遠鏡を建設され，宇宙膨張速度

吉井先生は天文学の幅広い分野で世界的業績を
あげられていますが，一番印象深いのは，銀河計

さらに，東京大学は世界をリードする大学にふ

数のご研究です。世界標準のご研究を 1988 年に

さわしい望遠鏡をもつべきである，と世界最高地

発表された後，遠方の銀河が多いという観測結果

点に 6.5m 望遠鏡をつくる TAO 計画のリーダーと

をうけ，アインシュタイン博士の宇宙項をとりい

してご尽力されてきました。研究が本当にお好き

れる必要があるという有名な結果を発表されまし

な吉井先生ですが，TAO 計画完遂のため，次世代

た。さらに銀河進化の影響が少ない近赤外線の観

のため，今後もお力をお貸しいただきたいと願っ

測においても宇宙項が必要であることを確認され

ております。

ました。宇宙項の必要性は，ダークエネルギーと
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の独立測定に成功されました。

吉井 譲
（天文学教育研究センター 教授）

定年退職者の方々を送る

川の流れのように
時はすべてのものに平等に流れるということを
実感しています。

こにしかありません。この眺望を楽しむことが日課

豪雪と，日本一とよばれる大型花火を河川敷で打

（天文学専攻 専門職員）

となっています。

ち上げることで知られた街から，多摩丘陵と富士山

就職当時は学内の部局対抗レクリエーションな

とが見える武蔵野郊外の野川の脇に移住したとこ

どが盛んに行われており，運動音痴の虚弱な体質を

ろから東大に勤務する日々の生活が始まりました。

日々のジョギング（この単語はその頃はまだ無かっ

文学部に採用されてしばらくお世話になった後，

小野塚 朗

おまけに，安田講堂を後ろから見下ろせる場所はこ

た？）や野球の練習などが鍛えてくれました。今日

学外では放送大学や大学入試センターなどに，学内

まで無事に勤めることのできたのも各種雑多なス

では経済学部や工学部などの多くの学部にお世話に

ポーツに参加でき，楽しませていただくことができ

なり，理学部に二度目の勤務として流れ着きました。

たお陰と思います。

前回は理学部旧 1 号館の時代で，中庭のびわの木

仕事のことが後回しになりました。学務系の担当

と広いコートが印象的でしたが，現在の勤務場所は

が多かったのですが，いろいろなところを流れてい

新 1 号館西棟 11 階で，三四郎池界隈の春の桜と夏

たため，総務系，研究協力系，施設管理系などの多

の緑，秋は銀杏並木をも含めた紅葉（黄葉のほう

くの道草もしました。良い経験をさせていただいた

が正確かな？）
，冬は都庁に隠れながらも真っ白な

と思っております。皆様にはたいへんお世話になり

姿を見せる富士山や遠く南アルプスの一部をも含

ました。ありがとうございます。

めた山々の姿（振り返れば筑波山も）が見渡せます。

このほかにも理学系研究科からは，石澤 剛
（財務課長）
さん，坪井 一則（技術専門員）さん，他 1 名が大学を去られます。
長い間大変お世話になり，まことにありがとうございました。 −広報誌編集委員会−

第2 0 回

理学の本棚
「クライトン 生物無機化学」

塩谷 光彦
（ 化学専攻 教授）

「生物無機化学」について，国会図書館で検索したこと

やアルツハイマー病などの神経変性疾患と金属イオンとの

がある。意外にも，
「生物無機化学」の書は，すでに昭和

かかわり、カドミウムや水銀による環境問題にかかわる記

初期に湯島の金原商店（現在，金原出版株式会社 ）から発

述などは新鮮である。また冒頭から，不思議の国のアリス

行されていた（東 恒人著，1929 年（ 昭和 4 年）発行，四圓

やウィットに富んだ記述

五拾錢）
。一部の内容を講義で紹介したことがあるが，今

も随所に登場し，一般的

や当たり前の生体分子の構造がまったく異なっていたりし

な読み物としても面白

て興味深い。研究者の生物への強い探究心に加えて，分子

い。本書を通して生物を

の構造や機能を解明する観測・測定・計算技法の革新的進

理解するだけでなく，新

歩が重なって，この昭和初期から現在までの間に「生物無

しい分子構造や機能への

機化学」は指数関数的な発展を遂げてきた。

発想のヒントも得られそ

生物のしくみにかかわる金属を含む分子構造や機能は，

うである。幅広い分野の

錯体化学や生化学だけでなく，医薬学，物質科学，エネル

学生や研究者には，是非

ギー科学などにも密接に関連しており，広がりと深さのあ

手にとっていただきたい

る学問領域を形成しつつある。本書は，これまでの生物無

書である。

Robert R. Crichton 著（塩谷 光彦 監訳）

機化学関連の書に比べて，構造生物学や生化学的視点から

「クライトン 生物無機化学」

の記述が多く，脳内の金属イオンの挙動，パーキンソン病

東京化学同人（2016 年）
ISBN 978-4-8079-0887-5
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