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自分 の専攻以外 に知 っている方がほ とん どいなかった こ
とです。教授会で前半 と後半 のあいだの休 みの ときに話
相手がいないのが手持ちぶさたであった ことが印象 に残 っ
てい ます。当時、人類 にい らした遠藤高里先生が最初 に
話相手 になって くださった方で した。そんな とき、小石
川植物園の ビアパ ー ティーで一人 ポツ ンとしていた ら、
有馬先生が つかつ か とぃ らして、「や あ、益 田さん、 あ
なたの ことは日立 の ときか らよ く知 つてい ます よ。¨。
」
昭和 63年 3月 1日 、理学部 に赴任 してか ら、今 日まで
に、数多 くの先生方、事務 の方々 にお世話 にな り、感謝
の念で い っぱいです。本当にあ りが とうござい ました。
私 は、工 学部 の修士課程 をでてか ら、偶然 に、 自分 の
干支 に合わせて、職場 を変 えて きました。はじめの12年 、
昭和 40年 4月 1日 か ら昭和 52年 3月 31日 までが、 日立製

と話 しかけて くださった こ とをよ く憶 えてい ます。
有馬先生 とはその後 もお付 き合 い をいただきました。
平成 2年 になって、教務委員長 を仰 せつかっていた とき
に、有馬先生が 日本で もティーチングアシスタン ト制度

作所、次 の12年 、昭和 52年 4月 1日 か ら、 1年 1箇 月の
併任期間 を含 めた平成元年 3月 31日 までが、筑波大学、
そして、昭和63年 3月 1日 か ら平成 12年 3月 31日 までの

を考 えてみようとされて、総長手持ちの教育研究特別経
費 か ら500万 円 を出すので、理学 部 で試行 をしてみて欲
しい といわれ ました。 そしてその結果 を、平成 3年 9月
に、「ティー チ ングアシスタン トの試行 に関す る報告書」
にまとめました。先生 はたいへ んに感謝 をして くださっ

12年 と 1箇 月が東京大学理学部です。 その前、12年 を遡
ります と、関西 か ら、イヽ
学校 6年 の ときに東京 にでて き

て、 このよ うな しっか りとした報告書 がで きると文部省
に対 して予算 を要求で きるか もしれない とおっしゃい ま

た ときにあた ります。適 当な間隔で動 い たために、その

した。 そして、原稿用紙 2枚 に万 年筆で先生直筆 のお手
紙 をいただ きました。一 生懸命 やってよかった とぃ う気

度 に強 い刺激 を受 け、か つ、それぞれの ところで過去 を
引 きず らない行動 がで きた ことが よかった と思い ます。
さらにそれぞれの ところにいい友人が い ることが、 この
頃 になると何 よ りの財産 とい うか心 の糧 で す。
それ までが工 学の世界 にいた ものですか ら、理学部 に
お世話 になった ときには、 まず工 学 の世界 と理学 の世界
の違 い を新鮮 な もの として感 じました。研究分野、 ある
い は、研究手法、研究 の 目的が違 う ことは当然 で し ょう
が 、それが、 ものごとの考 え方の違 い、組織運営法 の違
い、 あえて い えば、そ こに属す る人 の性格、顔 つ きの違
い といった ところにまで及んで い る よ うに感 じました。
工 学系 は、常 に組織 を意識 して、人間関係で い えば上下

持 ちがい まも残 ってい ます。
ここで このような ことを書 くのは耳きずかしいのですが、
研究 の方 は、理学部 のお世話 になってか らかな りお ろそ
かになって しまい ました。私 の仕事 の分野 は、計算機の
基本 ソフ トウェアです。 なかで も日本 がいまやほ とん ど
何 も独 自の ものをもって い ないオペ レー ティングシステ
・
ムの分野です。
私 が 日立製作所 に入社 をした ときには、社内 に 2つ の
系統が あ りました。 一 方 が 国産技術路線、他方が輸入技
術路線です。私 は国産技術路線 に配属 にな りました。 国
産 はじめて の大型計 算機 で あ る HITAC5020が 開発 の

を意識 して ものごとを考 え進 める、集団、協調 の風土 で
ある一 方、理学系 は、組織 よ りも常 に個人 を優先する リ
ベ ラル な風土 と感 じました。学会でみて も、工 学 を代表

最中の頃 で した。皆、土 日もな く真夜 中 まで仕事 をして
い ました。昭和 40年 に新設 された東京大学大型計 算機 セ

する電子情 報通信学会 と、理 学 を代表す る物理学会では、
多 くの面で対照的です。理学部 にお世話 になって しばら
くは、 この理学系の リベ ラルな風土 が非常 に新鮮 に映 り

あるときで した。当時 の この受注の重み は、 とて も現在
の比で はあ りません。新入社員 としてその うしろに くっ
ついて しば らくしたあ との、 はじめての本格的仕事 は、
当時 のバ ッチ処理全盛時代 に、タイムシェア リング用の

気 にい りました。最近 になって、 また工 学 の風土 にもい
い ところが あったな と思 うようになった ことはそれだけ
年 を とって きたせいか もしれ ません。
理学部 にお世話 になったはじめの頃、辛かったのは、
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ンターの受注が とれた とい う ことで、 ものす ごい活気 が

本格的オペ レー ティングシス テムの研究開発 をす る こと
で した。何 とかそのシス テムの開発 に成功 し、そのあ と
はず っ と計算機 シス テム の性能評価 の研究 を継続 してや

●
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りました。オペ レー テ ィング シス テムの もっ とも重 要な
課題 は、資源 の有効活用 とい う時代で した。
ち ょうど私が理学部 にお世話 になった頃が、汎用機 か
らワー クステーシ ョンヘ の移 り変 わ りが本格的に始 ま り

した。 私 が意図 して いたのは、東京大学 に大学院重点化
大学 にふさわ しい 1つ の組織 を情報 の分野 をモ デルに し
てつ くりたい とい う ことで した。具体的 には、理、工 、
他 の情報分野 の新組織 へ の参加希望組織 を融合 して、 と

はじめた ときで、オペ レー ティングシステムの研 究課題
も、性能か ら、計 算機 の使 い勝手 のよさ とい う方向へ大

りあえず は 1専 攻 か らな る、 100人 規模 の教官組織 をつ
くる、大学院 は基本的 には ドクターー貫 コー スを原則 と

きく変わ りはじめました。 自分 で第 一線 で仕事 をし、論

す る、他大学か らの学生 をで きるだけ積極的 に とるとい

文 を書 いたの は、性能 が重要な時代 で した。 で も理学部
にお世話 になって12年 のあいだに、私 の研究室 で、オペ

う意味で大学院で開かれた組織 として、学部 との独立性
を高 める、将来的 には学部学生 の数 を抜本的 に減少 させ

レーテ ィングシステムを中心 としたシステムソフ トウ ェ

る、 とい うもので した。情報 の分野 であればこのような

アの分野 で学位 を とった学生 は、8名 い ます。皆、大学、
あるいは、産業界 の重要なポス トで仕事 をして い ます。

構想 も成功すると確信 していました。内部 の合意 はで き、
吉川 さんの ときにあ と一歩 とい うところまで いったので

現在学位 を目指 して継続中 の学生 も 3名 います。
私 が理 学部 にお世話 になってか らの数年間 は、情報科

すが、結局 この構想 は実現 しませんで した。 これ はい ま
で も残念 に思って い ます。

学科 は、ち ょう ど世代交代期 に当 たってい ました。学科
の創設 に関わ られた後藤英 一先生 をはじめ とす る先生方

私 が考 えて い たのは、 これ までを否定 しなければで き
ない もので した。最近、情報 に関 して、学環 だ とか学府

が ご停年 を迎 えられるときで した。物理、数学 の色 合 い
が強 かった学科 のカ リキ ュラムを情報科学 プ ロパ ーな も

だ とかい う組織がで きつつあ りますが、 これ は従来 の東

のにす るとい うことも大 きな仕事 で した。
平成 7年 4月 か ら平成 9年 3月 まで研究科長 の重職 を
務 めさせてい ただ きました。記憶 に残 って い ることはた
くさんあ りますが、なかで もた いへんだったのは柏 に関

京大学の新組織 と同様、既存 の組織 を前提 とし、その上
に何 かをつ くろうとい う ことで、私 が考 えて いた ことと
は基本的 な ところで違 っています。
い ま一 番心配 して い ることは停年延長 の ことで す。理

いた ままで柏 に出る という約束 になっていたようですが、

学系 はもっ とも苦 しい立場 ではないか と思います。基礎
科学 の分野 は再就職 が厳 しい分野 の一つです。停年延長
の必要性 が高 い分野 ですが、 その一 方 で、基礎科学 の分
士事 力｀Cき るとい う ことで
野 こそ、若 い ときが もっ ともイ

私 の ときになって、学部 を本郷 にお いて教 官 が柏 に移 っ
たのでは、学部教育 に大 きな支 障 を生ず ることが明 らか

す。 この矛盾 を どうやって解決すれば よいので しょう。
現在教授 へ の昇格 が、仮 に平均45歳 程度 であった としま

になった とい う ことで、全面移転 はや め にしたい とい う

す と、停年延長後 の定常状態 で は、昇格 がやや遅 くなる
ことを考慮 にいれて、およそ 3分 の 1近 くの教授が、60

す る ことで した。 印象深 い のは、私 の前任 の小林俊一 さ
んの ときには、生物科学専攻が、理学系研究科 に籍 をお

専攻 のご意向がでて きた ことによる もので した。黒岩専
攻長 とはよ く話 し合 い ました。私 の考 えははっきりとし
て いて、決 して無責任 になって はい けませんが、常 にそ

歳 を超 えた教授 とな り、 その分、若 い教授 が減少する こ
とにな ります。教授会 の雰囲気 も変わ ると思 い ます。 ま

れぞれの時点での現場 の意向が筋 が通 るものであれば、
以前の約束 ごとよ りもそれ を優先 してよい とい うことで

た、60歳 以上の教授 の数 だけ、若手助手 が とれない こと
にな ります。若手教官 の活動 の場 も減少 します。理学系

した。表現 を誤解 されると困 りますが、現在 の国立大学
の経営 はどの レベ ルにおいて もそれほ どしっか りした も

研究科 は、 日にみえない内 に、大幅 に変わ って しまうこ
とになるので はないで しょうか。停年延長 を決定するに

ので はあ りません。一度 約束 した ことは変 えられない と
い う組織優先で は、場合 によって はあ とに大 きな負 の影

は、慎重 な検討 が必要な ことだ けはまちが い な い と思い
ますが いかが で しょうか。

響 を残す可能性 もあ ります。経営力が弱 い ことが 国立大
学 のよさで もあ ります。当時、吉川総長、鈴木副学長か

自分 の もって い る能力全開 で走 って きた12年 と 1箇 月
で した。 それ まで は理 学系 とは関係 がなかった者 にこの

らは厳 しいお叱 りを受 けました。で もい まも生物科学専

ような場 を与 えて くださった理学系の自由に深 い敬意 を
表す るとともに、心 か ら感謝 をい た します。 そうじて、

攻 の全面移転 はしない という決断は正 しかったのだ と思っ
て い ます。 その意 味 で現在検討中の独立行政法人化 には
心配 をしてい ます。国立大学 の経営 はどのような ものか
見当がつかないか らです。少 な くとも現在 の感覚 で、独

難 しいか もしれ ませんが、 このよ うな自由の風土 が東京
大学全体 に拡 がって くれ ることを期待す る次第 です。
あ りが とうござい ました。

立行政法人 化をす るとひどいことになるのではないで しょ
うか。
学部長 を担当させていただいた頃 か ら、東京大学 の情
報系 の組織 を何 とか しない といけない ということで、理
学部 にお世話 になってか らの もっ とも精力 を注 い だ仕事
をしました。現在 も継続中の ことで もあるので、 自分の
気持 を詳 しく述 べ ることは控 えますが、 私 が 当初意図 し
ていた もの とは、 かな り異 なった方向にいって しまい ま
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益田隆司先生 は本学工 学部応用物理学科 (計 測工学専
修 コー ス)を 卒業 され、引続 き数物系研究科応用物理学
専門課程 において、朝香鐵 一教授 の もとで数理統計学で
修 士号を取得され ました。 1956年 日立製作所 に入社 され、
中央研究所、 シス テム開発研究所 で勤務 され ました。 19
77年 筑波大学電子・ 情報工 学系 に着任 され、講師、助教

大学院重点化、数理科学独立後 の理学系研究科・ 理学部
の大事 な時期 の舵取 りをされ ました。 とくに柏 の新 キャ
ンパス構想 や、新研究科 (現 在 の新領域創成科学研究科 )
の長 く困難 な問題 を解決 され、広 い意味の理学分野 の発
展 に尽力 され ました。世 は「 理科離れ」の時代 とな り、
理 学部 の危機 か と思われ ましたが、先生 は、「 これ は理

授、教授 を歴任 された後 、 1988年 本学 の教授 として赴任

科離れで はない、工 学離れだJと 看破 され、基礎科学教

され ました。先生 の大学での御専門 は統計学 で したが、

育研究の重要性 を力説 され ました。御 自身が工学部出身
の先生 の この発言 は諸方面 に波紋 を起 こしました。余談

日立製作所 において、 その学識 を当時わが国 で勃興 しつ
つ あった コン ピュー タ技術 に適応 し、現在 の情報科学 の
中で OS(オ ペ レー テ ィ ングシステム)と 言われ る分 野
の草分 けとして活躍 され ました。
私 が先生 とはじめてお会 い したのは私 が筑波大学 に赴

ですが、先生 を含 めて前後 4代 の理学部長 は東大理学部
出身者以外が続 きましたが、 このような理学系 のオープ
ンな性格 は、先生の寄与 による ところ も少な くなかった
もの と思われます。

任 してか らですが、それ よ りはるか昔 に先生 の御研究 を
それ とは知 らずに聞 いてい たので した。私 が本学理学部

先生 は、情報処理学会 の理事 を務 め られた他、文部省
や通産省関係な どの各種 の重 要な委員等 を歴任 され、大

物理学科 の助手 だった ころ、私 も愛用 していた当時の大
型計算機 セ ンターの 日立 の汎用計算機 HITAC 5020の

とか全 く理解 して いなかったのですが、今 か ら思 えば、

学外 において もさまざまな活躍 をなさい ました。 また先
生 は昔 か ら歯 に衣着せぬ直言 で も知 られ、先生の直球 は、
政治的配慮 を第 一 と考 えるような人 々には不規則発言 と
恐れ られ ました。 この直言 ぶ りは、通常 は反対発言な ど
少 ない大学の評議会で も遺憾 な く発揮 されたよ うです。

現在の会話型 シス テムの卵 だったわ けです。当時の計 算
機 は、パ ンチカー ドの束 を受 け付 けに持 ってい くと、 1

最近 で は、大学院重点化大学 の学部定員 は減 らすべ きで
あると主張 した朝 日新 聞「論壇」 へ の投稿、東大の教官

週間後に結果を受けとる、といったバ ッチ処理 しかなかっ
たのですが、先生 は会話的 に計算機 を使 う当時 として最

停年延長 を危惧 した読売新聞「論点」 へ の投稿 な どは、

先端 の技術 を日立の研究者 として開発 してお られたので

うな波紋 を楽 しんでお られたようにも見受 けられ ます。
今後 とも、御健康 に留意 され るとともに、教育研究 に

上 で、「DAT付 きTSS」 とかい うものの研究 が行 なわ
れて い るとい う話 を聞 きました。 もちろん当時 は何 の こ

す。先生 はこの仕事 に関連 して学会 の賞 をほ とん ど連続
して 3回 受 けられ ました。
筑波大学 へ着任 された当時の情報学類 (教 育組織 )や
電子 。情報工 学系 (研 究組織 )は 倉1設 直後 で あ り、 い ろ
い ろと苦労が絶 えなかったわ けですが、先生 は多 くの同
僚 と協力 して新 しい組織 の確立 に尽力 され ました。学生
の人気 も高 く、新入生オ リエ ンテーションな どで先生 が
壇 に立つ と、 ひ ときわ高 い拍手が女子学生の間 か ら沸 き
起 こ り、同僚 を羨 ましが らせた ものです。
本学 に移 られてか らも、先生 はふたたび創設の御苦労
を味わ う ことにな りました。情報科学科の創設 に尽力 さ
れた教授 の方々 はそろそろ御停年 の時期 が近 づ き、学科
は第 二 の創設期 を迎 えて い たので す。現在 のスタ ッフは
私 を含めすべて先生の着任後 に採用 されたものばか りで、
いわば先生のアイデアによ り現在 の情報科学科 (専 攻 )
が成立 したわけです。 その御苦労 のためか、教室主任在
任中 に健康 を害 されて入退院 を繰 り返 され、わたしが急
拠 ピンチ ヒ ッター を務 めたような事件 もあ りました。
その後、 1993年 か ら情報科学科 としてはじめての評議
員、 1995年 か ら理 学系研究科長、理学部長 の任 に着 かれ、
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賛否両論 さまざまな波紋 を及ぼ しました。先生 はそのよ

邁進 され るよう、 また直言の冴 えも一 層磨 かれ るよう祈
念 して、私 の送 る ことば と致 します。

退官者の挨 拶 0退 官者 を送 る

東京大学 を退職す るにあたって
米

倉

伸

之

(地 理学専攻)

yOnekura(D geogr.s.u― tokyo.ac ip

年 か ら72年 にかけて南米 ア ンデスの海 外調査 ￨こ 参加 し、
1977年 か ら78年 には文 部省在外研究員 としてカ リフォル
ニアエ 科大学 とパ リ大 学 で多 くの研究者 に会 う機会 を得、
1980年 か ら82年 まで 日本学術振興会 日米科学事業 によ り

南太平洋 ニ ューヘ ブ リデス (ヴ ァヌアツ)諸 島で コー ネ
ル大学 との共同研究 を行 い、環太平洋地 震帯 における地
殻変動 の研究 に10年 ほど取 り組 む ことにな りました。 さ
1960年 4月 に本郷 の理 学部 に進学 して以来、学生、大

学院生、助手 か ら教授 まで、丸40年 の長 い期間 にわた っ
て理 学部 と理学系研究科 でお世話 にな りました。60才 の
停年退職 を迎 える ことがで き、大変感謝 してお ります。
私 自身 に とって は、 この40年 はほんの一瞬であったかの
ように錯覚す るほど、 こころゆ くまで楽 しんだ年月 であ
りました。 もちろん、 その間 には大変辛 い ことや苦 しい
こともあ った筈 ですが、 そのような記憶 はほ とん ど残 っ

らに1980年 代 には、文部省海外学術調査 (国 際学術研究 )
の枠 で「 中部太平洋 の海面変化 とテク トニ クスJ「 太平
洋 とイ ン ド洋 にお ける海面変化 の比 較研究」 とい う課題
で1990年 まで多 くの専門分野 の人々 と海外共同研究 を実
施 しました。 この20年 間 は太平洋周辺 の地域や太平洋の
島々で、海岸地域 の地形形成史 と地殻変動 。海面変化 の
変動史 の解明 に専念す ることが 出来 ました。理学部 の助
手・ 助教授 とい う立場で研究 に専念 で きた20年 で した。
また この20年 はプ レー トテク トニ クスを中心 とした「新

てお りません。 かな り自由に勉強 と研究 をさせていたい

しい地球観」 が成立 した地球科学の革命期で もあ り、地

ただける環境 に身 を置 きなが ら、 その時間 と環境 を十分
に生か し切れなかった とい う反省が頻 りです。

形学 もその影響 を受 け、私達 のような個別 の地域的な研
究 が地球規模 の研究 の枠組 みに位 置 づ けられ るようにな

大学 に入 るまで はどんな ことで身 を立 てようか とい う
ことを真剣 に考 えた ことが な く、成 り行 き任 せ 、 日和見

りました。具体的 には、 自分達 の地形 学、 自然地理学 の

を決め込 んでいたのですが、東京生 まれ、東京育 ちの自
分 に とって、 どこか遠 い ところに行 ってみたい とい う
「旅」 へ の漠然 とした想 いが、「地理学」 へ と接近 させ
ることにな りました。駒場 にい るころか ら、
「旅」がで
きる地理学 を学 んでみたい とい う気持 にな りましたが、
教養学科人文地理学分 科 に は進学で きる成績 で はな く、
当時文科系か らも進学 の枠 があった理学部地学科地理学
課程 に進学 しました。学部 。大学院で は自然地理学、 と
くに地形学 に興味 をもち、北海道 へ の旅行 の時 に見 た根
室半島の平坦な台地 (地 形学の用語で「海岸段 丘 」 とい
う)が どこまで も続 く景色 を見て、 その地形 の成 り立 ち
を調 べ てみたい とい う気持か ら、修 士課程 になってか ら
本気 で地形学の勉強 をはじめました。海岸段 丘 とは、 か
つて海面近 くで海 の侵食・ 堆積作用で形成 された平坦な

研究課題 を地球 の表 層構造 と環境変動の中で考 え、現在
お こ りつつ ある現 象 を過去 に遡 りなが ら、地球 の歴史的
発展 の過程 として捉 えられ るようになって きました。 そ
れまで個別化、専門化 を続 けて きた地球科学 の諸分野 は、
この地球科学 の革命 によって、共通 の研究課題 に向かっ
て共同 して研究する機会が必然的に多 くな り、 自然地理
学 と地質学、地球 物理学 との学問的 な関係 も深 くなって
きました。
東京大学理学部地理学教室 は、歴史的 には20世 紀 のは
じめに地 質学教室か ら独立 して、地理学 を確立す るため
に先輩 の先生がたが大変努力 をされて きました。 1990年
代 における東京大学 における研究教育体制 の改革 に とも
ない、地理学専攻で は、大学院重点化 による大学院教育

海底面 が、その後 の海面変化や地殻変動 のために陸地 に

にお ける本郷 と駒場 の実質的な分離 (そ れ まで は東大 に
おける地理学の大学院教育 は理 学系 に一本化 されていた
が、大学院重点化 によって実質的 には理 学系研究科 と総

現われた地形で、海岸地域 の環境変化の地形的指標 とし
て重要な役割 を果 して い ます。卒業論文で は東北地方 の

合文化研究科 の 2本 立 てになった)、 空間情報科学研究
セ ンターの新設 (1998年 4月 )、 新領域創成科学研究科

馬淵川の河川地形、修 士論文で は三 陸北部 の海岸地形 を
調査 して、先生 がた と先輩達 の指導 を受 けなが ら地形 学

環境学専攻 の新設 (1999年 4月 )、 理学系研 究科地球惑
星科学 専攻 へ の統合 (2000年 4月 )が つ ぎつ ぎに実現 し、

の基礎 を学 びました。 1965年 に博 士課 程 の途 中で、理学
部地理 学教室 の助手 になってか らも紀伊半島 と相模湾周

1960年 に地理学講座 1講 座 の ところに 自然地域学講座

辺の海岸地形 を順次研究 しなが ら、私 の地形学 の修業時
代 は約 10年 に及び ました。
1968年 か ら69年 の「大 学闘争 Jの 激動期 の後 に、 1970
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1

講座 が増設 されて以 来 の変革期 を迎 えました。地理学専
攻 で はこの機 会 を、21世紀 における地理学、 と くに自然
地理学分野の発展 の契機 と捉 え、積極的にこれ らの組織
替 えに参画 して きました。理学系研究科地理学専攻 は結

退官者の挨拶・ 退官者を送る
2000年 3月 とい う世紀 と千世紀 の1変 わ り日に、新 しい

果的 に消滅 す ることにな りま したが、東京大学の駒場、
本郷、柏 とい う三極構造 に対応 した地理 学分野 (駒場 に

研究教育体制の発足 を見守 りなが ら、34年半 におよぶ東
京大学理学部 と理学系研究科における職 を辞することに
な り、あらゆる場面でお世話 になった地理学教室 の教職
員・大学院生 。学部学生をはじめ とす る理学部 。理学系
研究科の各位 に感謝の気持を述べ、皆様 の更 なる発展 と
ご健康をお祈 りして退職の挨拶 といた します。

おけ る人文地理学分野、本郷 における 自然地 理学分野、
柏 にお ける環境学分野 )の 発展的な組織再編 と考 えて お
ります。地理学専攻 の この決 断 に際 して は、最年長 の教
授 として大 きな責任 があるもの と考 えてい ます。 これか
らも皆 さんの ご支援 をお願 いす る次第 です。
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退官者 の挨拶・ 退官者 を送 る

米倉伸之先生を送 る
大

森

博

雄

(地 理学専攻)

ohmori@geogr.s.u― tokyo.acip

米倉伸 之先生 は、私が理学部 に進 学 した1966年 には既
に理学部 の若手 の助手 として研究・ 教育 に精力的 に取 り
組 んでお られ、 そのはつ らつ とした姿 に尊敬 と一種 のあ
こが れを抱かされ ました。 あれか ら二十数年余、あ っ と
言 う間に過 ぎて しまったような気 が しますが、現在 も学
内外 で活躍 されてお られ、頭 の下 が る思 いです。
米倉先生 は第 四紀 と呼 ばれ るここ200万 年 の間 の地 殻
変動や海面変動、海底地形やサ ンゴ礁 の形成過程 をはじ
め とする地球環境変動の研究 を発展 させて きました。地
震 による災害 は変動帯 に住 む日本人 に とって避 ける こと
がで きない頭 の痛 い問題 です。大地 の動 きは地 震時 の急
激 な動 きと、地震 と地震の間の緩やかな動 きか らな りま
すが、同一地域での大地震 は数百 年〜 数千年 の間隔 で し

動 区Jの 存在 はプ レー トの沈み込 み帯 や衝突帯 の持 つ大
きな特徴 として知 られてお ります。
海岸段丘に秘められた地殻変動の歴史をひ もとくには、
海面変動や海底地形 の研究 が必然的 に要求 され ます。氷
期、間氷期 が繰 り返 された第 四紀 にお いて、現在 は後氷
期 と呼 ばれる温暖 な時期 に当た ります。約 2万 年前 に最
も寒冷 にな り、海面が 100m前 後低下 した最終氷期 の前
の温暖期 は最終間氷期 と呼びます。約 12万 年前頃 の最終
間氷期 には現在 と同様 に温暖な時期 で したが、 この時 の
海面 が どの程度 の高度 に達 したか は今 で も議論 の あ ると
ころです。 この時期 の海岸段 丘 は世界各地 に分布 し、地
殻変動 の地域 性 を把握す るためばか りでな く、古環境 を

か発生 しませんので、 日本 に近代科学 が導入 されて地 殻
変動 が恒常的 に観測 され るようになった19世 紀末以降、

考察す る上で も、当時の海面高度 の決定 は重要 な課題 と
な ります。米倉先生 は何段 もの海岸段丘が 発達 したパ プ
アニ ュー ギニ アにお いて、地殻変動 と海面変動 とをきれ

同 じ場所 で 2回 以上大地震 を観測 した例 はあ りません。
地表の変形 は長期 における何回 もの地震時の動 きと非地

いに分離す ることに成功 し、最終間氷期 の海面高度 は現
在 よ り 5mほ ど高か つた ことを明 らかにしました。当時

震時 の動 きの積算結果 を示 してい ます。地形 が持 つ この
ような性格 を分析 して地殻変動 を解明す ることは戦後 の

の海面高度の拠 り所 として、地殻変動や古環境研究で用
い られてお ります。

世界 の地形学 の重 要課題 の一つで したが、 この分野 にお
いて米倉先生 は常 に先駆的研究 に取 り組 まれて きました。

米倉先生 はこうした個別 の研究成果 を挙 げ られたばか
りでな く、 日本第四紀学会 の会 長 として、 また文部省 の

特 に、海岸段丘や海底地形 の形成・ 変形過程 を研究 し、
日本 の太平 洋岸 には、地震時・ 非地震時 ともに同 じ方 向
の動 きをする内陸側地域 と、地震時 と非地震時 とでは逆

科研費 の総合研究 な どの代表者 として、 日本 の第四紀研
究 の とりま とめ役 をつ とめて きました。「頼 まれれば万
難 を排 して引 き受 ける」 を教育 。研究 の信条 とし、
「言

の動 きをする海側地域 とが海岸 に沿 って帯状 に平行 して

うは易 く行 うは難 しJの この信条 を貫 き、 自由勝手な研

連 な り、両地帯 の境界 はヒンジラインとして低地 を形成
して い ることを明 らか に しました。「海側 の一帯 (地 震
性地殻変動区)は 非地震時 には海側 に傾動 。沈降 し、地

究者群 をまとめ、 その研究成果報告書 は積 み上 げれば 1

震時 には陸側 に傾動・ 隆起す る。地震時の総隆起量 が非

学院 の学生 の時、東北・ 三 陸海岸 の調査 に同伴 させてい
ただいたことがあ ります。昼のハ ー ドスケデ ュール と違 っ

地震時の総沈降量 を上回 り、結果 として、海岸 山脈 が形
成 され る」 とい う現在で は常識 として定着 して い る考 え
の礎 を築 きました。 この研究 は博 士論文 として まとめ ら
れ ましたが、 その後、南ア メ リカや ニ ュージー ラン ドを

m以 上 にも達 します。 そこに見 られ る研究成果 はラン ド
マー ク として、研究者 の指針 となって きました。私 が大

て、夕食時 には和 やかに話 され、一杯 はいる と良 い気分
になって、気持ちよさそうにうたた寝 をする先生で した。

はじめとする太平洋 の変動帯 の多 くの地域・ 島々を調査・

奥様 とフインを晩酌 され るとの こと。1年 足 らずで次の
教職 の仕事 が待 っているとの ことですが、奥様 の暖 かい

研究 して きました。 これだけ多数 の地域 の現地調査 をし
た研究者 は日本 はもとよ り世界 に もい ないので はないか

介抱 の もと、更 なるご活躍 のための鋭気 を養 って いただ
きます ようお祈 りい た します。

と思い ます。現在 で は、「 ヒン ジライ ン と地 震性地殻変
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退官者の挨拶・ 退官者を送る

退職 に あた って
山

山
甲 正

紀

(地 球惑星物理学専攻)

yamas@geoph.s.u‐ tokyo.ac.ip
が赴任 した ときの地球惑星物理学科 が35名 にもなって い
る ことに少 し驚 か され ました。大学院の修士課程 で は10
名位 で したか ら、現在 の50数 名 は何 とも驚 きです。時代
の違 い とい うことなので しょうか。 しか し、大学の教官
は独 自のアイデアによる研究成果 を論文 として発表 す る
義務 を負 つていることを考 えるとき、修士論文 の指導 に
ある程度 の時 間 をさかなけれ ばな らない現状 に問題 がな
い とはいえない と思 っています。
私 が大学 に教官 として赴任 したのは 8年 前 の平成 4年
4月 で したか ら 8年 間 ここで過 ごした ことにな ります。

話 が変 な方向にい って しまい ましたが、既 にか いたよ
うに、私 は大 学院で は熱帯低気圧 (台 風 )の 研究 を行 う こ

理学部広報 の原稿 の執筆 を依頼 された ときにいただいた
広報 の「退官者 の挨拶」 を読 みなが ら、40年 間 を ここで

とにな りました。指導教官 は正 野教授で したが、修士課

過 ごされた方 とは違 って、退官 とか大学 を去 るとか い う

程 で は、当時助手 をしてお られた松野教授 (私 の前任者 )
にお世話 にな りました。 その頃最初 は東大 に コンピータ

よ りも、公務員 としての退職 とい う方が私 の気持 ちを適

はな く気象庁で少 しだ けですが使 わせて もらって いて

切 に表わす ことになるので はないか とい う思 いが しまし
た。 ここに赴任す るまでの24年 間 は、私 は気象庁気象研

その後博 士 課程 に入 って まもな く
東大 に コン ピュータが入 り、私 は数値 モ デル をつ くって

究所で過 ごしました。最初 の12年 間 は高円寺 (こ の うち
2年 間 はニ ュー ヨー ク)で 、 1970年 代後半 か ら80年 にか

熱帯低気圧 (台 風 )の 数値実験 をやったわけですが、当時
としては多分 ほかの分野 で もや られてい なかった最大規

けての国立研究機関 のつ くば移転 によって、後半の12年
間 はつ くばで過 ごす ことになったわけですが、8年 前 に、

模 の計算 で した。 自分 でか くの も変ですが、 その ときの
博 士論文 としての研究 は評価 されたのですが、 それ は、

本当 に久 し振 りに、懐 か しい理 学部 3号 館 に移 りました。
私 が修士課程 の 2年 になるときに増築 となった 3号 館 で

当時 の多 くの人 たちが受 け入れて いた研究 に基礎 をお い
て発展 させた ものだったか らか もしれ ません。 その時 の

したか ら、当時の新 しい建物や部屋 とは雲泥 の差 のある
3号 館、 しか し、 メインキャンパ スか ら少 し離れ た、上

私 の研究 も含 めてそれ以 前 の研究 が現象 を適切 に理解 し
た ものでない こ とに気が つい たのは、私 が気象研究所 に

(当 時 は IBM704)、

野 を遠 くに望む静かな 3号 館 を私 は好 きで した。 それ は

入 って基 礎的な研究 を始 めてか ら 5年 以上 もたってか ら

学生時代 の多 くの思 い出のつ まった 3号 館 だったか らに
違 い あ りません。 この 8年 間 を研究 と教育 のた め に 3号

で、 さ らに私 の考 え方 をはっきりした形 で発表す るのに
5年 以上 かか りました。多 くの人たちが受 け入れてい る

館 で、そして新 たな気分 で新 1号 館 で過 ごせた ことを幸
せ な ことだった と思ってお ります。

考 え方 とは違 った考 え方 を論文 の形で はっ きりか くには
慎重 を要す る と考 えたか らで した。熱帯低気圧 の研 究 に

私 の専門 は気象学 です。古 い話 にな りますが、理学部
物理学科 の地球物理学課程 (当 時)に 進学す ることになっ

限 らずほかの分野 で も私 の研究 はほかの人たちの考 え と
違 うことが少 な くなか ったのですが、多 くの人 たちが考

たのは、音 か ら「天気 」 に関心 をもち、ラジオの気 象通
報 をきいて天気図をか き天気の予測 をする ことが好 きだっ

えて い ること、 あるい はその研究 の方向が「市民権 を得

たか らで した。駒場 で も地文研 に属 して天気図をかいて
い ました。当時 の思 い出 の一つ は、昭和 34年 9月 26日 、

ている」 とい う形で正当化 しようとす る考 えを私 は何 度
か耳 にしています。研究 とい うのは非常 に難 しい ものだ
とい う思 い、 そして、研究 の評 価 とは何 か、 という基本

歴史的な伊勢湾台風 の午後、東京 で も外 は風雨 が強 まっ
ている中、地文研 の部屋 で友人 と囲碁 を楽 しんで い たの

的な問題 が存在 していることを感 じて きました。研究 と
は本 当 に時間 をか けて正 し く評価す ることがで きるよう

ですが、「台風 Jを その 3年 後 に、 自分 の最 も専門 とす

になるもの、 とい うことなので しょうか。私 はこの意 味
で、 とくに大学 の教 官 は、研究の方向性 に対 して大 きな
責任 を負って い ることを強 く感 じています。

る分野 として選択す ることになることをその ときはまだ
知 りませんで した。 また、伊勢湾台風 の「お陰Jで 、 そ
の 9年 後 に勤務す る ことになる気象研究所 の中 の一つの
部 として台風研究部がで きた とい うことも私 は知 りませ
んで した。

私 は多 くの方々のお陰 で幸 せな30年 余 を過 ごす ことが
で きた と思い ます。研究所 の時代 に私 の思 う方向で 自由

理学部 に進 学 して、今 は旧 となっている 1号 館 で 2年

に研究す ることがで きたのは研究所や気象庁本庁 な どの
多 くの方々のお陰 で あ り、 また、大学 な どの方 々か らも

間、当時 の地球物理課程 は 1学 年 が 12名 で したか ら、私

サポー トや暖か い励 ましをいただいて きました。大学 に
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退官者の挨拶 0退 官者 を送 る
きてか らも多 くの方々のお世話 にな りました。
大学が国立研究機関 と異なる点 の一つはい うまで もな
く学生の教育 ですが、学生数の多 さに コメ ン トしなが ら
も、一 方 で は、純真 な学 生 との交 わ りは大学 の教 官 の喜
びの一つだ とい うことも付 け加 えたい と思い ます。また、
学生 が研究 を発展 させ る ことの喜びを感 じるのを見 るの
は嬉 しい ものです。優れ た若 い人たちが、それぞれにあっ
た方向 に伸 びてい くことので きる環境 を与 える ことの大
切 さを思 い、 また、研究 のや り甲斐が感 じられ るような
励 ましは具体的 な研究上の示唆 よ りもはるかに大切 な こ
とだ と思 って きました。 これか らは、私が果 たせなかつ

た 自然 の奥深 い謎 が若 い人 たちによって解 き明 か されて
い くことを楽 しみ にしてい ます。
最後 に、研究 と教育 を支えて下 さった研究 ス タッフ室・
事務系の方々 に心か らお礼 を申 し述 べ た い と思 い ます。
研究所 の ときもそうで したし、 ここに移 ってか らも、事
務系 の方々には陰 に陽 に大変 お世話 にな りました。 いつ
もはあま り気 に とめない陰の部分 は非常 に多 いのだ と思
い ます。 これか らも理 学系研究科、 そして私 が属 した地
球惑星物理学専攻 の発 展 で ある地球惑星科 学専攻 のた め
によろし くお願 い致 します。
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退官者の挨拶・ 退官者 を送 る

山岬先生 を送 る
松

田

佳

久 (地 球惑星物理学専攻 )

matsuda(Dgeoph.s.u― tokyo.ac.jp

山岬先生 は本学理学部地球物理学科 を卒業後、引 き続
き本学 の大学院 の気象研究室 に入 り、理学博士の学位 を
取得 され ました。 1992年 3月 まで気象研究所 の台風研究
部 に勤務 され、 1992年 の 4月 に地球惑星物理学教室 に教
授 として赴任 され ました。私 は先生 と研究テー マ を少 し
異 にしているので、 どれほど先生 の仕事 を理解 してい る
のか 自信 があ りませんが、以下 に簡単 に先生 の仕事 を紹
介 した い と思います。
先生の主な研究対象 は、熱帯低気圧 な どのように降水
を伴 う対流が重要な役割 を果 たす現 象 で あ り、一般 の人
が「気象」 とい言葉 か ら連想す るような典型 的 な気象現

CISKメ カニ ズムによる熱帯波動 の生 成 の理論 を最初 に
提 出 しました。
山岬先生の研究方法 は線型理論 もあ りますが、既 に述
べ たように、数値実験 が主 になってい ます。気象現象 を
適切 に表現す る数値 モ デル を作 る ことは容易な ことで は
あ りませんが、山岬先生 は独力 で様 々な種類 の数値 モ デ
ル を開発 して こられ、 それを用 いて台風 な どに関す る膨
大 な数値実験 を行われ ました。 これ らの数値実験 を中心
とした研究 は極 めて系統的 であ り、徹底 した ものです。
これ らの研究 は主 に気象研究所在職中になされた もので
す。 8年 前 に東大 に赴任 されてか らは、 このよ うな研究

象 です。研究手法 は主 として、数値 モ デル を使 った数値
実験 に依 つてい ます。

の蓄積 に基づいて、教育や研究指導 に当た られ、その成
果 として指導 された学生 が ユニ ー クな博士論文が完成 し

気象現象 には様 々な空 間的 スケールを持 った現象が 同
時 に存在 してい ます。積雲対流のように水平スケールが

てい ます。

10km程 度 の もの もあれば、台風 のように数百揃 の もの も

あ ります。 そこで、 このようなスケール を異 にす る現象
が どのように相互作用す るかが問題 にな ります。 このよ
うな相互作用のメカ ニ ズム として、CISK(第 2種 条件
付 き不安定 )メ カニ ズム とい う重要 なメカニ ズムがあ り
ます。対流性 の雲の集団 と大規模 なスケー ルの現象 (台
風 な ど)の 相互作用 の結果、後者 が発達す るような不安
定 が CISKメ カニ ズム と言われ て い るものです。山llT先
生 は、 この CISKメ カニ ズムの研究 におい て中心的役割
を果た して きました。例 えば、後 にアメ リカの リンゼ ン
氏 によって wave― CISKと 名付 けられ るようになった、

0

山岬先生の研究 ス タイル は決 して時流 に追 随す ること
な く、独 自の問題意識 によ り、独力 で 自分 の体系 を構築
してい くものであるとい う印象 を私 は持 ってい ます。 こ
の ことは、外国 か らも著 名 な研究者 を招 いて行われ た、
松野先生 (現 、地球 フロンテ ィア シス テム長 )の 東大定
年退官 の時 の安 田講堂でのシ ンポジウムでの山岬先生の
発表 を傾聴 して、強 く感 じました。古 き良 き時代 の学者
のスタイルであ り、今 のような時代 にこそ貴重 な存在 で
あるのに、今年 3月 で東大 を去 られ るのは、残念 な こと
で す。 しか し、今後 も引 き続 き研 究活動 を続 けるように
聞 いて い ます。 これか らの御活 躍 をお祈 り申 し上 げる次
第 です。

●
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退官者 の挨拶・ 退官者を送る

大学 を去 るにあたって
石

原

正

泰 (物 理学専攻 )

ishihara(Dphys.su― tokyo.ac.jp

内 に閉 じた枠組 みで は求 め難 い、豊 かな研究基盤 が得 ら
れた ことを喜んでお ります。
ひるが えって、約 40年前、特 に強 い動機 もな く、研究
とは何 か も弁 えぬまま大学院 に進学 し、森永研究室 の門
を叩 い たのが、原子核研究 との関わ りの出発で した。良
き先輩、隣人 との出会 いが人間形成 に如何 に重要か は論
を待ち ませんが 、私の場合、 この感慨 はひ としお深 い も
のが あ ります。 とりわ け、大学院時代 にご指導 いただい
1987年 に、物理学教室 の教 官 として、23年 ぶ りに本郷

キャ ンパ スに復帰 して以 来、約 13年 間、再 び東大理学部
の一員 として充実 した 日々 を送 ることがで き、幸 せな気
持 ちで退 官 を迎 えつつ あ ります。 この間、数 え切れない
ほ ど多 くの方々か ら暖か い御支援 を頂 き、感謝 の念で一
杯 です。 とりわけ、歴代 の理 学部執行部 の先生方、物理
教室の同僚の先生方、理学部 および物理教室 の事務 の方々
か ら頂 いた励 ましと御助力 はひ とかたな らぬ もので、非
力 な私 が不束なが らも職務 を完 うで きたのは、 ひ とえに
こうした御支援の賜物 と深 く肝 に銘 じてお ります。

た森永晴彦先生、 お よび、大学院 を中退 して入所 した原
子核研究所での上司であった坂井光夫先生 との出会 いは
強烈 で、 ぼんや りと過 ごして きた 自分 が一 気 に覚醒 され
たお もいで した。国際感覚豊 かな ロマ ンチス トで あるお
二 方の自由闊達 な人 生 の歩みを間近 に見 て、研究す る事
の醍醐味 と楽 しさをおぼろげなが らも会得す ることがで
きました。 ユニ ー クな個性 を尊ぶ二人 を見 るにつ け、せ
めて牛後 は歩 む まい との密 かな決意 も覚 えました。
とはい うものの、真 に研究 を楽 しむ境地 に至 る道の り

私 に とって、物理教室教官の拝命 は、唐突 で あ り、か
つ、戸惑 いに満ちた もので した。当時、物理教室 の原子
核実験分野 は、 かねがね強力 を誇 ってい た教官陣 か ら、

は遠 く、漸 くささやかな自信 を持 って研究 に取 り組 み始
めるまでには、 さらに10年 近 くを要 しました。 その きつ
か けとなったのは、核研退所前 に数年 にわたって滞在 し
た、デ ンマー クのニール ス・ ボーア研究所やパ リ南大学

山崎敏光、中井浩二 、永宮正治の三氏が一斉 に転 出され
たため、半 ば空洞状態 に陥 り、そ こに新 たな研究・ 教育

の原子核研究所での体験 と見間で した。当時、重イオ ン・
ビーム を用 い た原子核研究 が ヨーロ ッパ を中心 に徐 々 に

の基盤 を緊急 に整 備す る事が求め られてお りました。 も

台頭 しつつあ り、 ち ょうどその機会 に遭遇で きたのが幸
いで した。重 イオ ン・ ビーム は、 もとよ り、原子核 その

ともと研究所で気 ままな研究生活 を送 って きた私 にとっ
て、不慣れな教育活動 に係わる こと自体 に不安があ りま
したが、それにも増 して大 きな懸念 は、巨大装置 を要す
る原子核 の研究 を大学人 の立場 で果た して展開で きるか
とい う点 にあ りました。 良 くも悪 し くも、原子核 の研究
には大型装置 で ある加速器 の利用 が必須 とな りますが、
財政状況の厳 しい大学で個別 の研究 に必要な加速器 を取
得す るのは絵空事 に近い難題 です。私 はかねがね理化学
研究所 の重 イォ ン加速器施設 を用 いて研究 を進 めてお り
ました。 そこで、 自然な発想 として、同施設 を引 き続 き

ものを力日
速 した ものですが、その衝突 が 引 き起 こす様々
な反応様式 は、 それ まで馴 染 んで きた核反応 の範疇 を超
えた もので、原子核研究 の領域 が一 気 に拡大す るお もい
で した。 ここに新天地 を求 めるべ く、帰国後 ただちに
理化学研究所 に入所 し、 日本で は唯一重 イオ ン加速 が可
能 であった 同所 の160cmサ イ クロ トロンを用 い た研究 に
着手 しました。重イオ ン反応 の研究 は未 だ揺監期 で、多
様 な反応過程 を分類・ 識別 し個 々の過程 の機構 を解明す

利用 しつつ、大学 の研究・ 教育活動 を進 める方途 を模索
い た しました。幸 い にも、物理教室 の諸先生 か ら、 こう

る事 が課題 となってお りました。 そ こで、 かって親 しん
だ高 ス ピン・ ガ ンマ線分光 の手法 を援用 しつつ、移行角
運動量 を指標 にして反応の仕組 みを探 る自己流の研究 を

した事情 に対す る深 い理解 を得 られ、理化 学研究所兼任
の承 諾 な ど種 々の御配慮 を頂 き、研究室運営の手懸 りを

進 めることにいた しました。幸 い に も、 こうした研究か
ら、反応生成核 のス ピン偏極現象や大質量移行反応 な ど

どうにか得 る事がで きました。力日
速器 を用 いた原子核 の
研究 で は、課題毎 に新 しい実験手法や装置 を発案 。開発

に関す る新 しい知見 が得 られ、国内で は余 り省 み られな
か った重イオ ン研究 が漸 く市民権 を獲得す る端緒 を開 く

す る ことが求 め られることが通例 で、そのためには、既

ことが 出来 ました。

存 の施設 の受動的利用 に留 まらず、加速器施設全体 の発
展計画 にも直接関与す ることが重要 とな ります。 こう し
た事情 か ら研究活動の大半 を理化学研究所 の現地で実施
す る変則的な研究室運営 と相成 りましたが、お陰 で、学
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1980年 代 に至 って、加速器 の大型化 の時代 を迎 え、理

化学研究所で も中エ ネル ギー領域 の重イオ ンカ日
速器 リン
グサイクロ トロンが完成 い た しました。 それ を機 に、新
領域 を求 めて、
「RIビ ーム」 と呼 ばれる未開発 の手段 に

退官者の挨拶 。退官者を送る
よる原 子核研究 に手 を染 める ことにな りました。RIビ ー
ム は天然 に存在 しない不安定核種 のイオ ンを高速 ビーム

昨今、省庁 の統合 や大 学 の法人化 な どに関連 して、大
学 と他 の研究機 関 との連携や協力 の在 り方があらためて

化 した もので、当時、 その晴矢 とな る研究 が生 まれつつ
あつた ものの、実用 の範囲が 限定 され発展の展望 が不透

取 り沙汰 され る機会 が多 くな りました。一般 に、国立研
究所等 は、充実 した先端的機器 を備 え、大規模 で 目的性
の高 い研究 を指 向す る立場 にあ り、他方、大学 は、次世

明 であったため、世界 の重 イオ ン研究 の大勢 は、原子核
の高温・ 高密度状態 や相転移 の問題 に向 う趨 勢 にあ りま
した。 ここで意 を決 して取 り組 んだのが 、 ビーム強度 を
格段 に高 めた RIビ ーム発生装置 の開発 で した。程 な く

代 を背負 うべ き学生 の存在 を前提 にして、萌芽的あるい
は個 性的な研究 の推進 が求 め られてお ります。 こうした

この 目標 は達成 され、 それにより、不安定核 自身 が起 こ

両者 は、独 自の存在理 由を主張 しなが ら、 同時 に補完的
関係 にあ ります。双方が相互 の立場 を尊重 しつつ適切 な

す様々 な反応現象 を直接観測す ることが始 めて可能 とな
り、核構造 や天体核物理 の新 しい研究分野 が拓 かれて行

連携・ 協力 を進 める ことは、 自己 の体験 に照 らして も、
健 全で生産的な ことに思ゎれ ます。設立 に携 った理学系

きました。近年、 RIビ ーム による研究 は世界的 に拡大・
発展 を遂 げつつ あ りますが、 その流れの契機 のひ とつ と

研究科付属 の原子核科学研究 セ ンターが 、 こうした精神
にのっ とり、 このたび理化 学研究所 との共同研究 を開始

な り得 たことに悦 びを感 じてお ります。加速器 か ら二 次
的 に得 られ る RIビ ームが、同様 の二 次 ビームである放

す るはこび とな りました。大学 と外部研究機関 との協力
関係 の新 しいモ デル として発展す ることを願 ってお りま

射光、中性子、 ミューオ ンの如 く、幅広 い科学 の領域 に
利 用 され る時代 が来 ることを念 じてお ります。

す。

●

●
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退官者の挨拶・退官者を送 る

石原正泰 先生 を送 る
酒

井

英

行

(物 理学専攻)

sakai@phys.s.u‐ tokyo.ac ip

石原先生 と切 って も切れな い ものに ビール とたばこが
あ ります。 い ろい ろな場面 で缶 ビール を片手 に議論 をさ
れて い るのをよ くを見 かけます。 たば こは一 日に一箱 ほ

ろ研究の端緒が開かれたばか りで謂わば家内工業的で あっ
た不安定原子核 の研究 を近代 工業化す ることが肝要 であ

どお吸 い になるそうですが、大 きな病気 をされたことが

定核 による二次反応が可能 になる中性子過剰不安定核 ビー
ムの製造装置、すなわち RIPSを 建設 され ました。 これ

な く大変健康で若 々 しく見 えます。ですか ら3月 に先生
が大学を御退官されるとは、にわかに信 じられない程 です。
石原先生 と私 の最初 の出会 いがいつの ことだったか覚
えて い ないのですが、記憶 にある先生 についての鮮明な
印象 は、25年 ほど前 の物理学会 での発表 です。 それ はガ
ンマ線 の多重度 を測定 して、核反応過程 の角運動量 を決
めるとい うもので したが、聞 いた時、そのあまりにエ レ
ガ ン トな方法なのに大変驚 いた ことをはっきりと思 い出
します。 その後 1989年 か らは私が東大 に移 り、先生 の隣
に研究室 を持 ち、 日々親 し く仕事 をさせてい ただいてお

るとい うことをい ち早 く見抜 かれたのです。 そ して不安

によ り日本の不安定核物理の研究 は一挙 に世界 の トップ
レベル にな りました。RIPSか ら、ハ ロー核 のクー ロン
励起、荷電交換反応による IAS、 魔法数の消失、等次々
と世界 を リー ドす る研 究 が生 まれ ました。 この様 に先生
のご研究 は、正 に日本 にお ける重イオ ン科学研究 の誕生
と発展 その ものであると言 う ことがで きると思います。
1987年 、 この RIPSの 建設が始 まるころに先生 は本学
の理学部物理学教室 の教授 に着任 され ました。若 い研究

りますが、送 る言葉 を書 くことになろうとは夢 に も思 い

者 を育成す る重要性 を認識 されたためではないか と推察
して い ます。 これ までの理研 での仕事 に加 えて教育 の責

ませんで した。

務 も加わ ったわけです。 さらに学内外 の様 々な重要な責

石原先生 は原子核物理学の中で も重イオ ン科学 の分野
で御活躍 されてい ます。先生 は、旧原子核研究所 (核研 )

任 を担 われ るようにもな りました。一時期 は、名刺 の肩
書が 6つ にもなるほどで した。 とて も全部 は書 き出せ ま
せんが、学内 にあっては学内共同利用施設 である原子力

を中心 とした日本 の原子核研究 が軌道 にの りだ した時期
1962年 に本学 の理 学部 を卒 業 され ました。引続 き原子核
分光学研究の創始者で い らっしゃる森永晴彦先生 の研究

総合 セ ンター長、そ して現在 もなされてい る原子核科学
研究 セ ンター (CNS)長 、学外 にあって は、理研 の加

室 に入 られ ました。秀才の集 まることで有名 な森永研 の
中 にあって も石原先生 はピカー の秀才だったそうです。

速器施設長、主要研究所 (KEK、 阪大 RCNP)の 運営
委員、核物理委 員会 (原 子核実験 グループの最高意志決

1964年 、修士課程 を終 えるとす ぐに原子核研究所 の助手

定機関)委 員長、学術会議物研連 委員、 な どな どです。
有能 な方 にはよ リー 層仕事 が集中す るとい うことの好例
とも言 えるので はないで しょうか。原子力総合 セ ンター

にな られ ました。FMサ イク ロ トロン加速器 を使 い高 ピ
ス トン核 の構造研究 をなさ り、それによ り理学博士の学
位 を取得 され ました。 1975年 には、理化学研究所 に移 ら
れ、理研 のサイクロ トロンに研究 の場 も移 され ました。
その当時の重イオ ン物理 は、準弾性散乱 に代表 され る複

長時代 にはタンデム加速器 の更新、 また核物理委員会委
員長 として は旧核研 の KEKと の統合 と CNSの 分離創

雑 な反応論が主流だったのですが、石原先生 はそこに直

ます。
か ようにお一人で八面六賛 の御活躍 をなさって い らっ

接反応 の視 点 を導入 し分光学的手法 を駆使 す ることで、
重イオ ン反応の角運動量移行や質量移行等、斬新 な物理
量 を求 められ ました。
核研時代 も含 め先生 は外国 にも研究 の場 を広 げ られ ま
した。 スエ ー デ ンの物理学研究所、 デ ンマー クのニール
ス・ ボーア研究所、 フランスのオルセー研究所、米国テ
キサス農工大学等 に長期滞在 され ました。 この頃が先生
御 自身 が実験現場で先頭 になって働 いた最 も充実 した研
究生活 で はなかったか と想像 してお ります。 1984年 理研
の主任研究員 にな られ ました。 この ころか らなかなか研
究三 味 の生 活 とい うわけにはいか な くな り指導者や管理
者 としての役割 をも果 され るようにな りました。
1980年 代 にな り、理研 で は現 在大活躍 している リング

サイクロ トロ ン加速器 の建 設 が始 まりましたが 、石原先
生の慧眼が ここでいか んな く発揮 されたました。 その こ
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設 な ど多大 な業績 を挙 げ られた ことは衆知 の ことと存 じ

しゃるので、本郷、 田無市 の CNS、 和光市 の理 研 とど
ち らにお られ るのかなかなか捕 まらない ことが多々 あ り
ます。 困 って先生 にポケベ ル を御渡 しした ところもある
そ うですが、全 く役 に立 ちませんで した。実 は私 はある
とき先生 が机 の引 き出 しを開 けられ時 に見 て しまったの
ですが、 ポケベ ル はその引 き出 しの中 に二つ も入 った ま
まのようで した。 そんなわけで コロキ ューム な どに間 に
合わない こともよ くあ ります。 しか し、石原先生 のす ご
い ところは、ち ょっ と経 ってか らそれ までの講演 をすべ
て聞 いていたかのよ うに鋭 い質問 をされ るところです。
そしてそれが核心 を突 いた ものなので、講演者 が立 ち往
生 させ られ ることが しばしばあ ります。 これ は何事 をも
分析的に眺め、本質 を見 抜 く先生 の資質 によるものだ と
思 い ます。先生御 自身 も国際問題 の様 な複雑 に絡 み合 っ

退官者の挨拶・ 退官者を送る
た ものを分析す るのは、複雑 な原子核 の問題 を解 くの と
似 て いて好 きだ とおっしゃ っています。 この分析的視点
は、人物評価 に関 して も度 々いかん な く応用 され ます。
そ して、容易 に実力の程 を見抜 かれて しまいます。 その
意味で はとて も恐 い先生 で もあ ります。 もちろん先生 は
深 い親心 か ら鋭 い ご指摘 をなさるのですが、半 べ そをか

せ ん。 特 に先生 の御尽力で発足 した CNSが ようや く軌
道 に乗 り出 した ところで すが、 まだまだ盤石 の基盤がで
きた とは言い難 い状態です。先生 が抜け られた後 を、我 々
が頑張 らねば と決意 を新 たにしてい るところです。春 か
ら先生 は理研 を中心 にご研究 を続 けられ るとお聞 きしま

人柄 はそうして見抜 いたなかで も、 とりわけ良 い面 を強

した。 これ までの御指導、御激励 に心か ら感謝 申 し上 げ
る とともに、 ます ますの御研究 の発展 と御活躍、御健康
を心 よ りお祈 りいた します。最後 に、先生の御趣味 は畑

調 して下 さることです。
以上 に延 べ ま したように原子核物理 の研究 だけでな く、

仕事 だそ うですので、停年後 は野 良仕事 をする時間が少
しで も増 えます ように願 い なが ら、 お送 りす る言葉 を欄

様 々な ことに的確 なご理 解 とご判断がで きる先生 が停年
とはいえ大学 を去 られて しまうのはとて も残念でな りま

筆 い たします。

か された学生 は何人 もお ります。 けれ ども石原先生 の御
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退官者の挨拶 。退官者を送る

東京大学理学系研究科 を定年退官す るにあたって
釜

江

常

好 (物 理学専攻)

kamae()phys.su― tokyo.acjp

ボー ドには、有力卒業生 に混 じって一般市民や色 々な社
会層 を代表す る人 たちが入 り、大学 の運 営 に意見 を述 べ
て い ます。
東京大学 の教職員 の 多 くが、「21世紀 の日本 の大学」
について真剣 に考 えるなら、日本 の市民社会 に根 付 いた、
世界 に誇れ る新 しい大学像 が生 まれて くると確信 してい
ます。皆 さんのご努力 に期 待 しています。
私 に研究・ 教育活動の場 と、優れた学部・ 大学院の学
生 さん、教官・ 技官 。事務官 の方 々 と交流 し、議論 し、
学 ぶ機会 を与 え続 けて くれた東京大学理学系研究科 を去

学生諸君 との接触 においては、 自分 で 自分 の将来 を狭
めない よう指導 して きました。理学系研究科 には、 自分

るにあた り、改 めて恵 まれた環境 にい た との思 いが して
い ます。 しか し、昨年度 か ら表 に出て きた「大学 の法人
化」 について考 えを巡 らす内に、 私達 の世代 が、大学 を

の後継者 を育て ることだけが使命 だ と考 える先生方が、
かな り居 られ るように思 い ます。責任 もって指導で きる

日本社会 の中 にしっか りと位置 づ ける努力 を怠 って きた
ことを、反省するようにな りました。第 二 次大戦直後 に

ますが 、学生 は色々な可能性 を秘 めてい ます。私 の 自慢
の一 つ は、卒業生 が大学や研究所の教官 としてだけでな

諸先輩 がされた、新 しい大 学像や新 しい教育指針の模索、

く、多 くの会社 や官公庁で幹部 として活躍 していること
です。理学 で培 った合 理的で論理 的 な思考 は、 どの分野
で も通用するのです。理 学系研究者 は、自分 たちのクロー

研究 の レベル向上 のための組織作 りな どの努力 を、文 部
省 や国会 との接点 だけで な く、市民社会 との接点 で継承
すべ きだったように考 えてい ます。国立大学 は、 もっ と
市民社会 の中 に根 を伸 ばすべ きなので し ょう。

のは、 自分 の専門 に近 い分野 だけであるとの議論 は判 り

ンを育 て ようとしていると見 られがちです。大学院重点
化 が、卒業生 の活躍 の場 を狭 めて しまわない よう、努力
して ください。

大学院時代 を過 ごした米国 の町 で は、市民 も大学 の図
書館 を使 い、書籍 を借 り出していたことを思い出 します。
スポーツ施設なども、当然 のように開放 されていました。
定年後 に移 って行 こ うとして い る米国 の大 学 で も、寮 を
一つ立てるので も、周辺住民 と話 し合 って い ます し、 い
ろい ろな見学 メニ ュー を用意 して、常時見学 を受 け入れ
てい ます。市民向 け講義専用のテ レビ 。チャ ンネル をも
ち、毎 日放映 して い るのに も感心 します。地元選出の政
治家や、 ワシン トンの有力議員 との接点 にも気 を配 って
い るようです。大学 の最高諮問機関 で ある トラスティ 。
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私個人 としては、理学系研究 科 を定年退官す ることは、
通過点の一 つ に過 ぎない と考 えて い ます。広島大学理学
研究科 にお世話 にな りなが ら、徐 々 に、 ス タ ンフ ォー ド
大学線形加速器 セ ンター (SLAC)の ガ ンマ線天体物理
グループ責任者 として活動中心 をアメ リカに移 して行 く
つ もりです。 キャ ンパ スの大学院担当教授 を兼任す るの
で、米国で も大学院生 を育てて見 たい と考 えてい ます。
サ ンフランシスコ周辺 にお越 しの節 は、ぜひお立 ち寄 り
下 さい。

退官者 の挨拶・ 退官者 を送 る

釜江 先生 の ご退官 にあたって
相

原

博

昭

(物 理学専攻)

aihara(Dphys.s.u― tokyo・ ac.ip

釜江先生が退官 され るとい う。が、先生 のそのいつに
もまして忙 しいご様子 には、とて も「停年」 とか「引退」
な どとい うイ メージはない。昨年 8月 に発足 したスタン
フ ォー ド大学線形加速器 セ ンタ ー(ЫAC)ガ ンマ線天体
物理 グループの リー ダー として、 そして もちろん国内で
の研究教育 と本学評議員 として、太平洋 を毎月 (毎 週 ?)
往復 してお られ る最中での、 た また ま退 官 とい うような
感 じにしか見 えな い。釜江先生 は、常 に新 しい ことをさ
が し、新 しい事 を起 こしてい く人である。 そのために、
積極的 に考 え、積極的 に発言 し、積極的に専門外の事柄
に興味 を示 し、積極的 に人 とつ き合 い、そ して、積極的
に行動 してい く人である。 しか も、その行 動 に周 りの人
間 を巻 き込んでい くのである。私 の知 る釜江研 同窓生 の
一人 は、 よ く「戦 う釜江」 と言 っていた ものである (今
で もそう呼んで い るのか もしれない)。
1979年 には、日米協力事業 プ ログラム として、カリフ ォ
ルニ ア大学 ロー レンスバー ク レー研究所 へ修 士の学生 を

その後、 1988年 頃か ら、興 味 の重心 を素粒子か ら、宇
宙 に移 され る。私 自身 も自分 の興 味 を追 ってアメ リカに
戻 って しまったので、 これ以 降 の釜江 先生 の研究活動 を
直接 目にして い たわけで はない。 が、宇宙物理 とい う新
しい分野 に高 エ ネル ギ ー物理学 の手法 を取 り入れ、「新
しい土地で新 しい事業 を起 こす」 とい う得意技 をいかん
な く発揮 された ことは間違 い ない。 ガ ンマ線天文学 なる
分野 をブラジルでの気球実験 を手始 め として開拓 し、宇
宙物理学 のメインテーマ にまで育 て られた。釜江 。牧島
研共 同製作 に よる硬 X線 検 出器 を搭載 した衛星 が、今
年 2月 に打 ち上 げ られた。 (残 念 なが ら、 この衛星 を積
んだ ロケ ッ トが、 その打 ち上 げに失敗 したのは周知 の と
お りである。)釜 江研宇宙班 の卒業生 は、釜江研高 エ ネ
ル ギー班 の卒業生 に もまして優秀 で あ り、すでに、数 々
の場で独 立 して活躍 している。2005年 にアメ リカで打 ち
上 げられ る次世代 ガ ンマ線観測衛星 のスタンフォー ドに
おける責任者 として引 き抜 かれたの も、釜江先生 の卓越
した指導者 としての力 が高 く評価 されての ことだろ う。

連れて乗 り込み、新 しい実験 を立 ち上 げる。私 もこの と
き (か らずっ と)こ き使われた学生 の一人であるが、バ ー

釜江研 スタンフ ォー ド班か らは、 どのよ うな卒業生が生

ク レー の物理屋 と渡 り合 い、技術 スタ ッフにて きぱきと

まれ るのであろうか。

指示 をして、計画 を遂行 して い く様 を見て、 自分 もいつ
か はこのようになれるのかなあ と思 った ものである。 こ

学科長 や評議員等 を通 しての物理教室や理学部運営 に
対す る姿勢 に も、 釜江先生 の徹底 した合理主義、先駆性
が反映 されていたように思 う。釜江先生 は、発言す べ き

の とき、釜江先生 が実 に多 くのアメ リカ人 の友人 を持 っ
ていること、 さらに、新 しい土地で、実 に早 く新 しい友
人 を作 ってい くのに感心 した ものである。 1983年 には、
高 エ ネル ギー研究所の新加速器 トリスタ ンを使 って始 ま

ことを、発言すべ きときに、 はっき りと発言 されるので
ある。 さらに、事務 の電 算化、国際理学ネ ッ トワー クの
創設 と運営な ど、 コン ピュー タ、ネ ッ トワークの導入 に

る国際共 同 グルー プの リー ダー として50人 ほ どの高 エ ネ
ル ギー屋 を指示 しなが ら、最先端 の技術 を駆使 した演1定
器 を作 りあげる。当時、博士号取 り立ての若 い助手や大

い ち早 く取 り組 んで こ られた。暇 を見 つ けては、視覚障
害者 の計算機利用を助 けるプログラム を開発 されてい る。

学院生 は、釜江先生か ら次々に出 され る斬新 なアイデア
に感心 し、時 に戸惑 い、時 に反発 しなが らも、なん とか

今後 も、当分 の間、 日本 とアメ リカを往復す る生 活 を
続 けられ るそうである。 いかに、 お元気 な釜江先生 とい
えども、時差 の克服 は年 々つ らくなっているはずで ある。

追 いついてい ったのである。釜江先生 は、 自分 のアイデ
アを人 にわか って もらうのに、労力 を惜 しまない。 この
姿 が、時 に「戦 う釜江」 として映 るのである。

驚異的な知的体力である。

やは り、体 には十分気 をつ けて、で きれば、そ こそこに、
がんばっていただ きたい ものだ と思 っている。
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退官者の挨拶・ 退官者を送る

理 学部 を去 るにあたって
神

部

勉

(物 理学専攻)

kambe@phy.s.u― tokyo.ac.ip
力学 の研究 と相互作用 しつつ、今後 も発展 させ られてい
くもの と信 じます。
これ らの研究 で成果 が得 られたのは、優秀 な大学院生
お よび同僚教官 に囲 まれていた こと、 お よび理 学部 の 自
由 な雰囲気 のお蔭である と感謝 してい ます。
研究室 は旧 1号 館 の今 は壊 された一 番古 い部分 にあっ
て、音 の理論物理 グループが使 っていた部屋 といわれ 、

e

最後 の16年 間を理学部 で過 ごしましたが、振 り返 って
み ます と、本郷 の理学部 に進学 したのが1960年 4月 物理
学科 の天文 コースで、60年安保 の盛 んな りし頃で した。
大学院の方 は物理学専攻 の今井功先生 の もとで流体力学
を学 び、博 士課程 の 2年 を終 えて、駒場 の東大宇宙航空
研究所 の助手 とな りました。 その間、英国 ケンブ リッジ
で 1年 半 の研究生活 を過 ごしてか ら、理 学部助手 とな り
ました。次 いで九州大学で助教授 として 6年 間過 ごして
か ら、 また東大理学部 に戻 るとい う曲折 の コースを辿 り
ました。
学生の頃 は天体物理学 の盛 んな時期 で、星の内部構造

伝統 の重みを感 じなが ら研究 で きた こと、 および最後 の
2年 間 はモ ダ ンな新 1号 館 で研究す る ことがで きたのは
幸 せで した。
東京大学 が大学院重点化 の波 を越 えて一段落 し、一息
つ く暇 もな く、次の大波がやって来 ようとしてい ます。
言 うまで もな く、独立法人化問題 ですが、大学全体で も
理学系研究科 で も盛 んに議論 が交わ され、研究科長およ
び関係 の先生方 が大変な努力 をはらわれてい ます ことに
は大変敬意 を持 っています。 また出版物 を見れば関連記
事 が よ く目につ きます。東大 を去 る この時期 に当 り、 ど
ち らか とい うと自由な身で、私 な りに考 えてみ ました。
国立大学の独立法人化 を、時 の政治 か らの大 学 の独立
の問題 とみれば、国立 (帝 国)大 学 が発足 した明治 の頃

な ど流体力学 が応用 され る時代 で した。今井研 を選んだ
のは基礎 の流体力学 を学 ぶ ことが 目的 で したが、 その後
は流体 力学 そのものを研究対象 とすることにな りました。
い まは誰で も知 っているソ リ トンやカオスの理 論 は、学
部 生の頃はまだ知 られていませんで したし、ブラックホー
ル も理論的実体 はあっても観測的実体 はなかった時代だっ

か らすでに存在 していた問題 で、 これ は大 学 の基盤 ある
い は根 本理念 に関す る問題 だ と理解 します。 国の近代化
が まが りな りに も達成 された今 日、他の要素 は捨象 して

た と思 い ます。因み に、学部 での卒業演習 は手廻 し計算

しまって、大学 のあるべ き姿 のみで考 えます と、 (行 政
の字 のつかない)独 立法人 はむ しろ望 ましい姿で はな い
か と考 えるようにな りました。最大 の問題 は、大学運営

機 を使 っての計算￨で した し、院生 時代 は出始 めのゼ ロ ッ
クス機 が物理教室 に 1台 あっただけとい う時代 で した。

および財務 の問題 で あ ろうと思います。現在 の国立大学
は、文部省 の理解 ある庇護 の もとに、 自由を享受 して き

自らの研究生活 を振 り返 って一 番印象 に残 るのは、渦
音 の研究 であ りましょう。 これ は渦運動 が音波 を放射す
る現象 についての理論的 。実験的研究で した。実験 で検

た感があ りますが、従 来 か らの経緯 は、そのため経営・
財務 について独立 の本格的機構 をもたずであった と思わ
れ ます。欧米 の超一流でかつ独立法人の大学で は、 かな

出 した音波 の信号 は理論的 に予想 され る 4重 極性 の方向
分布 をもち、時 間的パ ルス波形 もほぼ理 論的 に説明す る

りの独 自の資産 を有 し、運用 していると聞 きます。 国立

ことがで きました。類例 としては、 ジェ ッ トノイズ、木
枯 し風 の中 の送電線 の鳴 るような音 (2重 極性 )な どが
あ ります。 また助手の時代 には、水棲動物 (魚 な ど)や
飛翔動物 (鳥 な ど)の 運動の流体力学 について研究 し、
動物 の進化 の過程 での力学的 な工夫 、 お よびその運動 の
効率性 に感嘆 した もので した。
当理学部での研究 としては他 に、乱流場 の統計法則 の
研究、 および流体運動 の微分幾何学的研究 もあ ります。

大 の独立法人化 が行われ るとした ら、文部省 か らの十分
な予 算、科研費 および他 の省庁 か らの基礎研究 へ の投資
があるべ き ことは言 うまで もあ りませんが、 さらに大学
が充分 な独立資産 を有 して い なけれ ばな らな い と思いま
す。財務 。経営 の努力 がな ければ、将来 に予算不足 に見
舞われ ることを覚悟 しなければな らないので はないか と
思 い ます。
また大学入学者選抜 につ いて も、 もし国立でな くなる
な らば、必ず しも筆記試験 の ドライな客観性 にこだわ る

で、 その時間発展 の長期的な予測 は原理的に不可能であ
ると考 えられてい ます。 そのような物理系、高 レイノル

必要 もな くな りますか ら、思 い切 って AO選 抜制度 の
部分的採用 も検討 してみるのはどうか と考 えます。
60の 定年 を間近 にひか えます と、キャンパ スの至 る所

ズ数 の乱流の研究 は、地球惑星流体力学および宇宙流体

感慨 がわ き、 また往時 も偲 ばれ ます。学部生 の時だった

流体 の運 動、特 に乱流 は、高度 にカオス的 および混合的
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退官者の挨拶 0退 官者を送 る
と思い ますが、山内恭彦先生 の最終講義 があ りました。
その ときの一 言 が今 で も耳 に残 って い ます。「定年 を延
長 して もいいので はないか とい う意見 もあるけ ど、 自分

理学 な い しはサイエンスの原点 が失われ る ことな く、
理学部 が、将来、理学部 (理 学系研究科 )ら し く発展 し
て い くことを期待 してや み ません。最後 に、 自由な研究

は これ でいい と思 つて い ます。・・・ ・・・ 」。私 自身
もその言葉 をがみ しめることので きる歳 になった ことを

環境 を与 えて くれ ました物理教室 および理学系研究科 に
感謝 しつつ、東大 を去 ります。

感 じて い ます。

0

0
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退官者の挨拶 0退 官者 を送 る

神部勉先生 を送 る
禾口 達

三

樹

(物 理学専攻)

wadati@monettphys.s.u‐ tokyo ac.ip

神部勉先生 は、本学理学部物理学科 (天 文 コース)を
ご卒業後、大学院数物系研究科物理学専門課程 に進学 さ
れ ました。東京大学宇宙航空研究所助手 にな られ るため
博 士課程 を中退 され、1969年 に理 学博士号 を取得 され ま
した。九州大学工学部助教授 を勤 め られた後、 1984年 よ
り物理学教室 に勤務 され ました。先生 のご専門 は流体力
学 です。流体力学 は、我 が物 理学教室 の最 も伝統 ある研
究分野 であ り、寺沢寛一先生、 今井功先生、橋本英典先
生 の跡 をついで、研究・ 教育 において多 くの業績 を挙 げ
て こ られ ました。研究室 か らは、多数の優秀 な研 究者・
教育者 を輩出 されて い ます。
神部先 生の研究生活 を少 し振 りかえってみた い と思 い
ます。学位論文 としてジェ ッ トの安定性 を解析 された後、

突 と斜 め衝突 によって生 じる空 力音 の角度分布 の精密 な
測定 と解析 は、国際的 にも高 く評価 され る業績 として知
られて い ます。多 くの研究課題 の中で、若 い頃か らはじ
められた渦の動力学が、先生 にとって最 も愛 着 をもつテー
マで はないか と推察 して い ます。学生 か ら聞 い た話 で は、
授業中 にたばこの煙で渦輪 を作 るデモ ンス トレー ション
を好 んでされた との ことです。
研究 にお いて は、楽 しみなが ら進 めてお られ ることが
強 く感 じられ ました。私達 が、やや もす ると忘れがちな
研究者の心の余裕 を教 えて いた だけた もの と考 えます。
時 としてす ぐには理解で きない発言 をされ る、 とい う酒
脱 さも印象深 い もので した。大学全体 が必要以上 に忙 し

宇宙航空研究所 で は渦の研究 を始 められ ました。たば こ
の煙 を入れた箱 に穴 (円 形や楕円形 )を 開 け、煙 を押 し

ある現在、 よき時代 の雰囲気 を残す先生の研究生活 を大

出す ことによって渦が生成 され ます。渦上 の各点 で はそ
の点 の曲率 に比例 した速 度 で動 くこと、その結果、楕 円

変 うらやましく思ってい ます。
神部勉先生 の学会 や学 術行政 で の ご活躍 として は、

形渦の両端がぶ つか り 2つ の渦 にな りうる こと (渦 の分
裂 )、 が観演1で きます。理論 的には、楕 円渦 の安 定性 の

IUTAM(国 際理論応用力学連合 )の 日本代表委員、応

くな り、 また、 自由な研究 を行 う環境が せ ばめられつ つ

(日 本学術会議第 5部 内)の 委員長、
日本流体力学会会長、学術審議会 専門委員、九州大学応

用力学専門委員会

解析 をされ ました。 また、 2つ の平行 円形渦 は 1つ にな
りうる こと (渦 の融合 )、 を示 され ました。 これ らは現

用力学研究所共同利用委 員会委員、大学入試 セ ンター教

在 で もよ く議論 され る渦の基本的性質、局所誘導 と再結
合 の表れです。九州大学で は、渦輪 どお しの衝突 の実験

科専門委員会委員等 があ り、 また、学内で は学寮委員会
委員等 として研究・ 教育 の発展 に貢献 して こられ ました。

を始 められ ました。 この研究 は東京大学物理学教室 に移
られてか らも、主要テーマ として続 けられて い ます。東

ます ます活発 にご研究 を進 められてお られ る先生 には、

京大学で は、渦輪 の正面衝突 と斜 め衝突 の実験 と理論、

10

立 させてい ることが注 目され ます。特 に、渦輪 の正面衝

乱流 の統計 理論、流体力学 の微 分幾何学的定式化、 フ ァ
ラデー共鳴 の実験 と理論、等の研究 をされ ました。理論

本学 のご退 官 も 1つ の通過 点 にす ぎない と思われ ます。
神部先生 の特 に物理学教室 へ のご貢献 に対 し、 また教室
の我 々へ のご指導 に対 し感謝 申 し上 げます と共 に、今後

的考察 を主 とした仕事 とともに、理論 と実験 を見事 に両
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のご活躍 とご健勝 を心 よ りお祈 り申 し上 げます。

