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米国時代 も含めて、 これまでの職場ではいずれも一年
契約でした。言 うまで もな く不安定な身分 でしたが、恵
まれた環境で研究 に全力投球 できるという魅力的 な立場
で もあ りました。今回東大 に着任 し、初 めて「複数年契
約」の身分 を経験 しています。 い ろいろな違 いが折 に触
れて感 じられ、面白 く思ってい ます。
この文章 を書 くにあたって、 自分 はどうして比較的不
昨年 11月 16日 より、化学専攻 に着任 し、不忍 の池の水
鳥 を眺 めなが らの通勤 を楽 しんで い ます。本郷 キャ ンパ

安定 な境遇 で も研究 を続 けて きたのだ ろうと考 えてみ ま
した。他 に能 が無 かったか らとい うのが妥当な解だ と思
い ます。 ただ、 これに力日えて、大 学院生 のある段 階 で研

スに通 うのは、化学専攻 の博 士課程 を終 えて以 来、 8年
8ヶ 月ぶ りです。 この間、私 は 3カ 所 の大 学 および研究

究の楽 しさ

所 で物理化学 の研究 を行 って きました。以下 にその履歴

の実験 (あ るいは解析 )の 結果 を見 なが ら、 この「事実J
を知 っているのは世界 中で 自分 一人 しか い ない な どと自

(と 言 うよ りかな り強烈 な喜 び)を 経験 して
しまったか らで はないか とも思 い ます。出て きたばか り

を簡単 に書 きます。
博 士課程 を修了後、私 は米国に行 き、 オハ イオ州立大

己陶酔す るのは、研究者 の特権 で しょう。一度 そのよう

学 の博 士研究員 とな りました。始 まったばか りの研究室
で ピ コ秒 の時間分解 ラマ ン分光 シス テム を立 ち上 げ、 こ

な経験 をして しまうと、再 びその興 奮 を得 ようと追 い求
めるようにな り、止 めることが 出来 な くなるとい う面が

れ を使 って分光測定す る このが研究のテーマで した。 ピ
コ秒 の レー ザー システムに触 るの も、異な った文化 の中

確 かにあるように思 い ます。危険 を承知で高山 に登 り続
け る人や、アルバ イ トをしつつ も役者 を続 ける人 の心理

で生活す るの も初 めての経験 で したが、大 変楽 しい 日々
を送 ることがで きました。研究室の メンバ ーか らの公 私

と研究者 の心理 には似た面 があるのではないだろ うか と
思 った りします。

にわた る暖か い援助 を今 で も感謝 してい ます。大学院生

これまでの私の乏 しい見聞か らの結論 ではあ りますが、

達 とフッ トボールのシーズンチケ ッ トを買 い、ホームゲー
ムは必ず集団で観戦 してい ました。一人で二 日間車 を運

東大 の理 学系 の院生 の資質 は、世界的 にみて一流である
と思います。院生の皆 さんは 自信 を持 って世界 を視野 に

転 して コロラ ドに行 き、持参 したテ ン トの中 に四連 泊 し
て 山の中 を歩 き回 った「大 冒険」 は良 い思 い 出 です。

入れた研究 をしてほしい ものだ と思 い ます。 そして、大

(研 究 も熱心 にしてお りました。
)

1991年 1月 には日本 に戻 り、神奈川科学技術 アカデ ミー
という研究所 でプ ロジェク ト研究 の研究員 にな りました。
また、昨年 3月 にはこのプ ロジェク トが終わ り、以後早

稲 田大学理工学総合研究 セ ンターの客員 とな りました。
この期 間、 い ろいろな時間分解分光法 (ラ マ ン、赤外、
吸収、 けい光 )を 使 って、溶液 中 の分子間の相互作用や
エ ネル ギーの散逸、分子運動 (拡 散 )を で きるだけ直接
観測 しようと実験 をして きました。
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学院 に在学す る間 に、研究 が強烈な興奮 をもた らす こと
があるとい う ことをぜひ実感 してほしい と願 い ます。 こ
のような経験 をす ると、 それに続 く一生 を研究 に捧 げる
ことになって しまうか もしれ ません。 その ことが個人 の
幸福 になるか どうかは勿論別 の問題 です。 しか し、第 一
線 で科学 の研究 を行 うとい うような贅沢 な経験 は誰 にで
もで きることで はあ りません。折角恵 まれた環境 にいる
のですか ら、 これ までに多 くの科学者 を魅了 して きた研
究の魅力 を皆 さんも実感 してほしい と切 に願 っています。

●

新任教官紹介

着任 にあたって
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因縁 だったのか もしれ ません。
化学専攻 の大 学院 を学位取得前 に中退 し、筑波大学 に
助手 として就職 しました。筑波大では高圧 を使 った物質
合成 の研究 を始 めるきっかけが得 られ ました。上司の先
生の御理解 で物質科学 と地球化学の二足 のわ らじを履 く
ことを許 され ました。地殻起源 と議論 されて いた多結晶
ダイヤモン ドと隕石中の炭素質物質 の研究 で学位 を取得
1月 1日 付 で筑波大学物質工 学系 か ら理 学部附属地殻

し、物質科学方面 で は炭素 にホウ素や窒素 を ドー ピング
したグラファイ トや、合成 ダイヤモ ン ド中に点欠陥 とし

化学実験施設 に転任 して まい りました。着任 の諸手続 き
を済 ませてか ら、長期 滞在中 のス トーニ ーブルクでの仕

て取 り込 まれてい る遷移金属の存在状態などとい ったテー
マ に も取 り組 む ことがで きました。実質的 には 5年 弱 の

事を片付 けるために再びアメ リカに戻 ってきてお ります。
原稿 の依頼 をいただ いてか らファイルはデスク トップ上

勤務 ではあ りましたが、筑波大では研究以外 に も貴 重な
経験 をする ことがで きました。研究室 の学生 が数年前 に

の 目立 つ ところに置 いて あったのですが、 つい後回 しに

話題 になった宗教団体 に夢 中 にな り、その学生 をそ こか
ら助 け出すべ きか どうか上の先生 といろいろと策 を練 り

な り日本時間で (supposed tO be)設 定 されていた締切
は過 ぎて しまい ました。 せめて ニ ュー ヨー ク時 間 で間 に
合 うよ うに と筆 を進 めて いた ところ日本 か ら長 男誕生 を
知 らせ る国際電話 が入 り、我 々家族 に とって も今年 は節
目の年 とな りそうです。
話 はさかのぼ りますが、私 が理 学部化学科 4年 の学生
であった頃は先ず大学院での進学先の研究室 を決めてか
ら半年間 の卒業研究 を行 う研究室 を選ぶ シス テムになっ
てい ました。学生 の立場 か らします と卒業研究 と大学院
とで異なる研究室 を選びやす く、研究の幅 を広 げる意味
で もよい制度 で あ った と思 い ます。 学部 に進学 した頃 に
伊豆大島 が噴火 し、社会 に貢献 で きる基礎研 究 がで きる
地殻化学研究施設 へ の進学 を一時期考 えましたが、結局

●

ま した。結局親御 さんの協力 を得 て彼 は故郷 に返 って職
を得 ましたが、程 な くその仕事 を辞 めて しまった とい う
噂を聞 きました。大学教官が どこまで学生 の生活指導 (?)
に踏み込 むべ きか、あるい は 自分 のように決 して才能 に
恵 まれて い るとは思 えない人間が、少 しで も国際的に競
争力 のある研究 を進 めるためには大 学 で仕事 をす ること
が本当 によい ことなのだ ろうか、 な どとい ろい ろ思 い悩
み、先輩や諸先生方 にしばしば相談 にのっていただ きま
した。一つ結論 として大学 の職 を辞 して国内 のポス ドク
研究員 にアプライす る ことを考 えましたが、 い ま一つ と
い う所で勇気 ある決断に踏 み切 ることができずそのまま
大学 に とどまることにしました。

は初志貫徹 して化学教室 の増 田彰正先生の下で大 学院生
活 を送 ることに決 めました。卒業研究 は振動分光 学 の知
識 と手法 を学びた い と考 え、物理化学第 一講座 の田隅研

95年 に大 きな転機 がお とずれ、 ニ ュー ヨー ク州 立大学
ス トーニーブルク校 に博士研究員 として滞在す るチャ ン

究室 を志望す る ことに しました。夏の盛 りのある午後 に、
整然 とした田隅先生 のお部屋 を訪れ「大学院 では増田研
に行 きた いが卒業研究 だけや らせてほしい」 とお願 いに

学的研究 を本格的に始 めることがで きました。 こち らで
知 り合 った多 くの研究仲間は、生涯か けがえのない財産
となることと思 い ます。現在 は地 球内部 での水 の存在状

うかがったのは、おそ らく私 に とって もっ とも緊張 した
出来事 の一 つ に間違 い あ りません。実際 は当時助教授 で
い らした濱 口宏夫先生 の御指導 を受 けましたが、濱 口さ

態、そしてその地球進化 あるいは現在 の活動 に及 ぼす影
響 に興味 を持 ってお り、今後 は地殻化学 のお家芸 ともい

ん と地殻化学 の現施設長の野津 さんは学部時代 か らの同
級 生で、名簿順 が近かった こともあってひ じょうに仲 が
良 い とうかがってお ります。 その時 か ら10年 以上が経過
し、地殻化学 のメンバ ーに加 えて いただ けたのは何かの

スを得 ることがで き、地球深部物質 の合成 とその構造化

える観測のお手伝 い な どもしなが ら Real Earthの サイ
エ ンスを進 めてい きた い と考 えて い ます。「大学 にい て
よか つた」、 そ う思 えるように今後 も努力 をして い きた
い と思 い ます。 よろし くお付 き合 いのほどお願 い 申 し上
げます。
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