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をカバ ー して い ます。研究所 には、理学、工 学 を初 め薬
学、農学 な ど様 々なバ ックグラ ン ドを持 つた400名 近 い
研究者がお り、提案 された研究 テーマ に応募す る形でグ
ループ を作 って研究 して い ます。私 自身 が主 に携わって
いた研究分野 は表面化学で、高分解能電子 エネル ギー損
失分光や光電子分光な どの電子分光法や走査型 トンネル
顕微鏡、表面回折手法な どを多角的 に用 いて、団体表面
でのみ形成 され る新 しい物質相 の探索 とその形成 のア ト

3月 16日 付 けで工業技術院か ら化学専攻 に転任 して ま
い りました。化学教室 の修 士課 程 を卒業 して以来、本郷

ムプロセスの解明 を目指 して研究 して きました。表面 は、
低次元系の物理やメゾス コ ピ ック系の物理 な どとも関連

に通 うのは 8年 ぶ りで、キャ ンパス を歩 く学生 さんたち
の姿 が音 に比 べ てファッシ ョナブルになった ことに少々

して、多 くの興味深 い物理現象 を発現 しうる場 で ある と
ともに、物質合成のための特異 な反応場 を提供す るもの

驚 きつつ、昔 とち ょっ と変わ った本郷周辺の景色 を楽 し
く眺めなが ら通勤 してい ます。人 の服装や景色 は幾分変

として、化学の立場か らも非常 に興味深 い研究対象だ と
思 い ます。今後 も、 これ までやって きた表面化学の研究

わった ものの、建 物 に一歩入れば、実験 ノー トを手 に廊

を 自分 な りの切 り口で発展 させて、研究 の柱 の一つ にで
きればいい な と思 っています。

下 を足早 に歩 く学生 さん とすれ違 った り、何 かを熱心 に
議論 しなが ら歩 く人たちを見か けた りして、 自分 が学生
だった ころ と変 わ らぬ雰囲気 を感 じた りします。
私 は学生時代、化学教室 の黒 田晴雄先生の研究室でお
世話 にな り、当時研究室の助手だった小杉信博先生 (現

話 は変わ りますが、昨年、 つ くばでた また まアメ リカ
人の文科系の大 学教師 と知 り合 い にな りました。彼 とサ
イ エ ンスって何 だ ろう とい う話 にな り、「サイエ ンス の
基盤 は faithだ

こで は 信念 "と で も訳 した らよい
とい う彼 の意 見 に考 えさせ られた ことが
(こ

分子科学研究所教授 )の 指導の もとで、 X線 吸収分光法

で しょうか)」

の基礎的な研究 に従事 してい ました。先生方 に研究 の楽

あ りました。人間の合理的思考の一つの表現 であ るはず
のサイエ ンスが 、実 は直感 な どを初 め とす る科学者 の個

しさを教 えて いただ き、充実 した気持 ちで研究 に取 り組
む ことがで きました。 その ころか ら、大学 の外 の研究 グ
ループの所 へ 出入 りす る事 の多 かった私 は、修 士課程修
了後 は、大学 とは違 う組織で、それ まで とは違 うことを

人的なイ ンス ピレーシ ョン (場 合 によっては勝手 な思 い
こみ)に よって導かれ る ことが多 い ことを少 々皮肉 って

2年 の時 に公務員試験 を受 け、 つ くばにある工 業技術院

彼 は言 った ようです。 しか し、 自分 な りの scientificな
信念 を持 って研究 にチャ レンジしなければなかなか本当
に新 しい ものは出て こない ことも事実だ と思 い ます。理

所轄の物質工学工業技術研究所 (当 時 は化学技術研究所 )
に研究員 として就職 し、今年 3月 まで約 8年 の間 お世話

学部 に籍 を置 くことになった ことを一つの契機 として、
自分 に とって信念 を持 って情熱 を傾 けられ る研究 は何 な

になることにな りました。

のか、 もう一度見 つめ直 した いと思 ってい ます。 また、

この少 々 くどい名前 の研究所 は、必ず しも名前 の とお
り工 業技術直結 の材料研究 を行 っているわけではな く、

若 い人達が大勢 い る雰 囲気 の 中で常 に研究心 を活性化 し
合 えることを期待 して い ます。 どうぞよろし くお願 いい

その研究 テーマ は基礎化学か ら応用化学 まで幅広 い分野

た します。

やってみた い と思 うようにな りました。 そうして、修士
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長 く企 業 の研究所 に居 た こともあって私 は物性研究 に
加 えてデバ イ ス研究 にも少なか らず関わ って きました。
デバ イス"は 物理 には馴染 みそうもな い言葉 ですが、
私 は 物理 を検証、或 い は創造 してい くための人工 的な
場 "と 考 えて い ます。半導体 の分野 では、 エ ピタキ シ ャ
ル結晶成長技術 の進歩 によ り、極 めて高品質 で原子の精
度 で制御 された材料 や構造 が作 られ、 また LSI技 術 の
進歩 によ り、数原子の精度で加 工 された微細構造 がで き
卒業後 20年 を経 て本郷 に戻 って きましたが、環境 の違
い ￨こ 慣れない 日々 を送 ってい ます。 私 は昭和 53年 に日本
電信電話 公社の基礎研究所 (現 在 の NTT基 礎研究所 )
に入所 し、半導体材料 の物性 を中心 に研究 をしてきまし
た。当時 は光通信 の幕開け とも呼 べ る時期で、私 は光物
性 に関心 があったので、光通信 のための半導体材料、デ
バ イスの基礎研究 を志 して就職 しました。丁度 その頃、

るようになって い ます。 これ らの技術革新 の恩恵 を受 け
て数多 くの物理的発見がな されて きました。 メソス コ
ピ ックス構造 の物理 "は その産物 として、物性研究 と技
術 開発 が車 の両輪 の ような形 で発展 して きた分野 とい え
ます。電子系を ド・ プ ロイ波長 と同程度 の寸法 の微小空
間 に閉 じ込めることで、電子 の波 としての性質 を反映 し
た様 々な量子現象が観測 されて きました。例 えば、ヘ テ
ロ構造 を利用 して、電子の波長程度以下 に閉 じ込めた二

精 度 よ く作 られた半導体 ヘ テ ロ構造 や超格子 が研究 の檜
舞台 に華 々 しく登場す るようにな りました。世界の至 る
所 で量子丼戸 を利用 した半導体 レー ザーや変調 ドープヘ

次元系、或 い は、超格子 の中 の ミニバ ン ド、 また、微細
加 工 技術 を駆使 して、一 次元、零茨元系な ど、新 しい電

テ ロ構造 (二 次元電子 ガス系)の 電界効果 トランジスタ
の開発研究が進 め られ、 その結果 として、 よ り高品質 で

子の場 を自在 に作 り出す ことがで きます。私 はこれ まで
大学教育には無縁で したが、今回の大学へ の転身 にあたっ

高精度 に制御 された低次元構造半導体 が実現 され るよう
にな りました。 この流れ に乗 るような形で、私 は半導体

ては、創意工 夫 によって、 ときには意図せ ず して、誰 も
作 った ことのない量子空間 をつ くり出 し、世界 で初 めて

の低次元物性 の研究 に参加 し、量子 丼戸 中の二 次元励起
子の物性や レー ザを含 めた光 デバ イス応用の研究 を行 い

の現象を発見す ることの感 動 を (大 小の差 はあるにせ よ)
若 い人たちに体 験 して欲 しい と思 い ます。 それ こそが、

ました。 その後、約 12年 前、 ドイツのマ ックスプランク
固体研究所 に客員研究員 として滞在 したのを契機 として、

専門家 として成長 して い くためのイ ンセ ンティブ となる
もので、大学 での人材 の育成 には欠かせない要素だ と思
い ます。固体物理 は物理学 の魅力 を凝縮 した分野であ り、

現在 の専門 である低次元系の電子輸送の研究 を始 めまし
た。 この年 の同研究所 は、 フ ォン・ ク リッツィング教授
が量子 ホール効果 の発見 でノーベ ル賞 に輝 いた ことで賑

その担 い手 となる人材 を世界 に輩出すべ き場 所 として大
は大 きい と思います。私 が、設備、予算
学 の果たす役害」

わって い ました。 この ことは、私 が電子物性 を手 掛 ける
ようになった一 因 で もあるように思 い ます。一年半後、

等 の研究環境では申 し分 のないNTTの 研究所 を離れて、
本学 に足 を踏 み入れ る決心 をしたのは、その役割 の一端

日本 に帰 ってか ら、研究対象 は二 次元か ら一次元 、零次
元 へ と進み、最近 では、量子 ドッ トの人工 原子や量子細

を担 いた い とい う希望 を抱 いた ことが理 由の一つです。

線 の朝永 ―ラ ッティンジ ャー液体等、電子相関 で支配 さ
れ る電子輸送 の研究 をすすめてい ます。
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同時 に、 この ことは私 自身 に とって も、大学 での生活 を
送 るうえで新鮮 な刺激 とな るもの と期待 して い ます。
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進化 とい う視点
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(生 物科学事吹)

IrmOnaka@biol.s.u.‐ tokyo.aC」 p

しめられた疑問 (あ るい は非難 )は 、
「そんな研究
をして、病気が治 りますか ?」 でぁ りました6医 学部 で
問題 にされているのは、 ほぼ10o%機 能 であ り、進化的
な視点は もとより、時 には構造面での裏付 けさえあまり
重要視 されていない傾 向があ ります。 い くらこち らが
「 ヒトだけを相手 にしていては見えないことが、進化 と
い う視点 を入れる と見 えて くる こともあ りますよ」 と力

RIlら

私 は1977年 に理学部動物学教室 (当 時)の 博士課程 を
修 了してお りますので、古巣 と呼 ぶのが誠 に似 つかわし
い外観 をした (失 礼 !)理 学部 2号 館 に戻 ってまい りま
したのは21年 振 りという ことにな ります。その間、金沢
大学 がん研究所、名古屋市立大学医学部 に勤務 し、更 に
留学先 も米国フシントン大学医学部 と、医学色の強 い環
境 で研究生活 を送ってきた身 には、久しぶ りに味わ う理
学部 の雰囲気 はただただ懐 か しく思 えます。同 じ生命科
学に携わっていて も、理学部 と医学部ではその姿勢がまつ
た く異な りますが、 この ことに関す る私 の経験 を少し述
べ させて頂 きます。
理 学部 で教育 を受け、研究生活 をスター トした私 は
「生命現象の解明 には、 それに関わる物質 についての構
造、機能、進化 と三拍子揃っての理解 が必須である」 と
いう言葉 を、ごく自然 に受 けとめ、何の違和感 も覚 えま
せん。 ところが医学部 で は、当然 のことなが らヒ トを研
究対象 とすることが大前提 となつてお り、進化などと言つ
ても殆 どの人 は耳を貸 してはくれません。生体防御機構
の進化を解明すべ くカエル(メ ダカ、ヤツメウナギ、 ホ
ヤ等 のおよそ医学部 にはふさわ しくない動物 を材料 にし
てきた私 に対 して、医学部の、特 に臨床系の先生方の口
か ら発せ られた、あるいは言葉 には出さず視線をもって
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説 してみても、所詮変人のたわごと位に片づけられてし
まい、善 くも悪 しくも病気 と取 り組 む ところが医学部で
あることを再認識 させ られた ものです。
翻 って、 この度所属することにな りました所 は、生物
科学専攻 の進化多様性生物学大講座 と、大講座名 からし
て"進 化"の 文字 が含 まれてお り、 どうや らこれまで医
学部 で多少なりとも後 ろめたさを感 じなが ら行 ってきた
研究 を、堂々 と胸 を張ってや ることの出‐
来 る場所の様で
す。 これは実に不思議な感覚 で、研究 に対す る価値観が
か くも多様 で良い ものか と疑間 にさえ思えますが、未だ
理解 されていない 自然現象 に対する知的好奇心 こそを最
優先する理学部的価値観 には、 どっぶ りと浸かっていた
い限 りない心地 よさを覚 えます。ただ、 ここで 自戒する
ことは知的好奇心は時に極めて個人的なものになってし
まう危険性 があることで、 これは進化的な研究の場合に
は特 に注意 しなければならない点の ように思 えます。研
究 を始める動機が個人的な好奇心に基づ くことはとて も
大切な ことだ と思いますが、その成果 に関 してはあくま
で も普遍的 に理解 される ことを目指 して努力 して行かね
ばならないと考 えます。多様 な価値観 によって動 いてい
る研究機関 に身 をおいてきた経験 を生かすべ く、進化 と
言 う視点の重要性 をより多 くの人 に理解 してもらえるよ
うな研究ができた らと思っています。
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着任 にあたって
岩
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(地 質学専攻)
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そ一 時間 に仲間 との会話や情報収集・ 雑務・ 学生指導 を
凝縮 し、残 りの時間は自宅 で研究 に没頭す る人 もい る。
見 てい る と、予算や学科の運営方針 に関わる重要案件 も、
教授同士 あるい は教授 と学科 に一人 ない し二人 い る事務
官 との電話一 本 で済む ことが多 い ようである。
昼食 のため 自宅や カレ ッジに帰 る人、机 の中か らパ ン
とチーズ とリンゴを取 り出 してか じる人、庭 に毛 布 を広
張 り出 した樹木 の根 をよけなが ら緑 の覆 う小径 を自転
車 で抜 けると、池のある小 さな広場 に出 る。左手 の木立
の中 は、一面 ガラス張 りの天文学科の平 屋 の研究棟、 そ
の向か いの放牧地 では、朝 日を浴びなが ら牛がゆった り
と尾 を振 っている。右手 に海 洋探査 グループの比較的新
しい二 階建 ての研究棟 を見 なが ら、正面 の オール ドハ
ウス"の ロー タ リーにす べ りこみ、 さ らに バ ックハ ウ
ス"の 方 におれて 自転車 を停 める。バ ックハ ウスは もと
馬小屋で、現在 は 自作 の微小領域質量分析計 が設置 され
ている。玄関へ の門 を くぐると芝の絨毯 とそれを縁取 る

げてラ ンチボ ックスを開 く人、少 しはなれた所 にある別
の研 究所 の食堂 まで足 をのばす人、な ど、昼休 みは思 い
思 いのスタイル で過 ごす。 日差 しが少 し橙 に染 まり始 め
る頃、午後 のお茶 の時間 となる。外来 の研究者の講演 が
ある時には、そのままセ ミナー とな り、その後 はパ ブに
集 まることもしばしばである。サイエ ンスの続 きや世間
話 しを肴 に、ゆるゆるながなが とビール (だ け)を 空 け
てい く。十時 をまわ ってパ ブを出 る頃 には、 それで もま
だ薄明 か りが残 っている。学部学生 も大学院生 もグラ ン
トを得てアルバ イ ト抜 きで勉 強 。研究 をおこなってお り、
このよ うな「課外授業」 に参加 す るもの も多 い。

花壇 が広 が る。森 の奥か らは時 々 リスが遊 びにや って く
る。 この国 の初夏 の緑 の美 しさは比 類 がない。

以上 は、サイエ ンスの分野 で新 しい研究 を数多 く生み
出 して きた ヨーロ ッパ の大学 での話 しである。 ゆった り

朝 は九時前 に始 まる。一番 で届 けられた郵便が仕分 け
られ、遠 くでキーボー ドを打 つ音 が 聞 こえ始 める。十 一
時少 し前 になるとカ ップ とソーサー を満載 した ワゴンが

とした生活や研究体制 の中 に、一 見 それ とは分 か らない
徹底 した個人主義 と効率化 の術 が織 り込 まれて い るよう
に感 じられ る。 この例 に見 られるようなゆった りとした

カチャカチャと音 をたてなが らゆす られて い く。 お茶 の
時間は どの学科 。研究所 。グループで もほぼ同じであ り、

環境 の構築 は日本 では望 む ことので きない もの、 と諦 め
てはい ないであろうか。大幅 に改善す るためには、 さま

初 めて人 を尋ね る時 に も、 この時間 に 目的 のテ ィールー
ムにゆけばその人 を探 しだす ことがで き、か つ上ヒ較的気

ざまな階層での改革 が必要 となるで あろう。 で きること
か ら少 しずつで も改善 を図 るとす るな らば、 それ はまず

軽 に話 しが切 り出せ る、 とい う仕組 みになって い る。学
生 と先生 の対話・ 指導 の一部 もここで行 なわれる。大学
院生 に対す る正式 な講義 とい うものはほ とん どな く、 こ
の時の会 話 が彼 らに とって重 要 な指針の一部 となる。理

自分 自身 の意識 を新たにす ること、 か も知れない。大都
会 に暮 らし、大 きな組織 の一 員 となった今、 その ことを
ことさら強 く感 ぜ ず にはい られな い。 どのような発想 や
スタイルをもって教育 。研究 を楽 しむ ことができるのか、

論系の教授の中には、 この時間 と引 き続 く昼 までのお よ

い ろい ろと試 してみたい と考 えて い る。
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樹 (附 属植物園 日光分 園)
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て きました。 そして気 がついた ときには10mほ ど下の石
にぶつか ってやっ と止 まってお り、走 り去 る彼 のお尻 が
尾根の向 こうに見 えました。
まず落 ち着かな くては と思 い、腰 を下 ろしてあた りを
見回 しました。斜面 には財布 な どが散舌Lし てお り、上の
方では妻が固 まって しまってい ました。
それか ら怪我 の程度 を確認 し、血 が 出 ているのは右腕
だけだ とわか ると、何 か笑 いが こみ上 げてきました。長
昨年 の 2月 か ら東大 の併任 になって いたため、私 の研
究 については既 に理学部広報 に載せていただいてい ます。
そこで今度 は最近私 が フィール ドワークの最中 に経験 し
た ことを紹介 した い と思 い ます。
今年 の 5月 13日 の ことです。私 は例年 にな く早 い季節
の進行 に焦 って い ました。 とにか く、遅れ気味だつた 日
光 での調査 を挽回 しなければな りません。 まず 中禅寺湖
東岸 の森林 で ウラジ ロモ ミとい う針葉樹 の稚樹 の生 長 を
計測 しようと、た また ま仕事 が休 みだった妻 と二人で出
か けました。 ブナな どの落葉樹 の林床 で昨年発芽 したウ
ラジロモ ミの実生や、既 にかな り大 き くなったウラジ ロ
モ ミを見 つ け、計測 に使 える調査地 を選定す るために、
斜面 を横切 ってい ました。

かみ、右手 で クマ の脇 をす くうようにした ときにクマ の
左手が私の右腕 にかかった とい う ことです。そのあ とは、
クマ の寄 りに私 の うっちゃ りとい うかん じで、斜面 を落
ちて いったそ うです。)
荷物 をまとめて下山 し、 といつて もす ぐに観光地 の ど
真 ん 中 に出 て しまったので すが、観光客 に無用な心配 を
させない ように、 こそ こそ と帰 ってきました。病院 に着
く頃にはクマ との相撲 も笑 い話 になって しまってお り、
山好 きの外科の先生が傷 を縫 い なが ら「貴重 な体験 をし

「何 これ、 クマ の糞 にして はべ ちゃべ ちゃしてないよ
ね。
」
「 まさか人 間様 の じゃあな いだ ろうな。 で も、紙 が落
ちてないか ら動物 のだ よ。」

ましたね。」 とうらや ましがって くれたので した。
私 の場合、学部時代 にワンダーフ ォーゲル部 で 山 に登
りはじめてか ら通 算 で1000日 近 くは山に入 ってい るはず
です。それで も、クマ に出会 ったのは今 回が 2回 目です。
陸上生態系 では植物 が動物 に食われない ように進化 して

「便秘 のクマがいるん じゃあないの。」
そして二人 とも大声 で笑 って 4、 5m歩 いた ときで し
た。斜面 の上部 か ら真 っ黒 い固 まりが走 って くるのを見
つ けたのは。
クマ だ とわ か った瞬 間、声 で威 嚇 したのですが、彼
(た

袖 シ ャツのおかげでクマのツメは筋肉 まで届 いていなかっ
たのです。 (あ とか ら相撲好 きの妻 に聞 いた ところでは、
最初 にクマ の右張 り手 が空 を切 り、 それを私 が左 手 でつ

ぶんね)は そのまままっす ぐに私 めがけて飛 びつい
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きました。 (野 生 の植物 は硬 か った り、毒 を持 っていた
り、渋 かった りします よね。)で すか ら、動物 の数 はも
ともとそれほ ど多 くはな く、なかなか 出会 えないのが普
通な のです。 お医者 さんの い うとお り、そして私のよう
な生態学 の研究者 か ら見 て も、 これは貴重 な経験 だった
と言 えるで しょう。

●

