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年 は宇宙科学上重要な二つの 出来事 が あ りました。 それ
らは、 日本 の南極観測隊 による南極隕石集積 の発見、 メ
キ シ ヨヘ の Allende隕 石 の落 下、 アポ ロ計画 に よる人
類 の月着陸 と月面試料 の採取 で す。 その後、大学院 に進
学 して以 来 ず っ と、特 に南極 隕石や Allende隕 石 と深
い関わ りを持 つ ようになって きました。南極隕石の中 に
は月・ 火星隕石、種々の炭素質隕石や エ コン ドライ トな
ど太陽系の歴史 をひ もとく上で興 味深 い隕石 が多数存在
7月 1日 付 けで岡山大学固体地球研究 セ ンターか ら地

します。 また、実際 に小惑星 に探査機 を飛 ばして小惑星

殻化学実験施設 に配 置換 にな りました。私 は、東大 の入

物質 を持 ち帰 る計画 も具体的 に進みつつ あ ります し、成
層圏や南極 で採取 した宇 宙塵 の研究体制 も整 いつつ あ り
ます。 これ らの研究 に対応す るためには、 マ イクログラ

試 が取 りやめになった1969年 に大阪大 学理学部物理学科
に入 学、その後 ほぼ 9年 ごとに大阪大学、岡山理科大学、
岡山大学固体地球研究 セ ンター (前 :地 球 内部研究 セ ン
タ ー)を 経 て来 ました。大阪大 学 4年 生の ときの研究室

ムか らナノグ ラム とい う極微小試料の希ガス分析 が必要

配属 にあた り、何か天文学 に関わ りのある ことをや りた
い と思 って、質量分析法 によ り原子質量精密測定や希 ガ

は、 1× 10 16cm3 sTP(約 3000個 )の 希 ガス 同位体 の検
出が 出来 るまでに質量分 析装置 の改 良 を行 い ま した。今

ス同位体比分析 を行っていた緒方研究室を希望 しました。
それ以 後、希 ガス同位体質量分析法 による地球 。宇宙科

後 は、 これ までの経験 をふ まえて微小試料 で精度 の高 い
分析 を可能 とす るよ うに、装置 の改良 。開発 を行 い なが

学 の研究 を続 けて い ます。岡山理 科大学で は自作 の質量
分析装置 を用 いて隕石等 の分析 を行 う傍 ら、K― Ar法 に

ら地球・ 惑星科学の研究 を進 めて行 きたい と考 えてい ま
す。

よる年代測定 に手 を染 めたのが縁 で 岡山大学団体地球研
究 セ ンターで仕事 をさせていただ くことにな りました。

私 は これ まで、大阪、岡山、鳥取 と移 り住 んで来 まし
た。特 に、固体地球研究 セ ンターのある三朝 は鳥取県中

この度、地殻化学実験施設 にお世話 になることになつた
の も、長野県松代 で起 こった群発地震 (1965年 8月 よ り)
に伴 って地 中か ら湧 き出 したガス中のヘ リウム同位体比

部 にある、人 口約八千人 の温泉町 です。 このような静か
な所か ら、 い きな り大都会 に住む ことにな り、 その騒々

を、私が大学院生の時 に脇 田先生 に依頼 されて測定 した
のが縁 のような気 が します。 これは、 日本 の装置 で測定
された最初 のマ ン トル起源 ヘ リウム同位体比 を示 してい
ました。 この結果 を脇 田先生か ら聞 いたアメ リカのある
有名 な研究者 が、「 日本で この ような 同位体比 が測定出
来 るはずがない」 と言 って、 なかなか信用 しなかったそ
うです。
大学入学当時 は知 る由 も無かったのですが、 この1969
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とな ります。岡山大学団体地球研究 セ ンター において私

しさにいささか戸惑 っています。す し詰 め状態 での遠距
離通勤や、多 くの人 々が長 い階段 を上 り下 りしなが ら何
かに追い立て られて い るかの ように歩 く電車の乗降な ど
を見 ると、玄 関か ら目的地 まで車で移動す る田舎 の生活
との大 きな隔た りを感 じます。 しか し、東京 な らではの
便不Uさ 、特 に研究 に欠かせない豊富な情報量 な ど新 しい
環境 に早 く適応 して、充実 した生活 を楽 しみたい と思っ
て い ます。
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えられ ます。 この考 え方は、標準 よりか け離れた考 え方
を問題視す る日本的発想 とは対照的 であ り、創造性 の育
成 に大 変役立 っていると思い ます。 そして学 ぶ ことにつ
いては、与 えられた ものを覚 える ことよ りは、 自分 で調
べ て理解す る ことに重点がおかれ ます。小学校 の低学年
の ころか ら、ものを調 べ る訓練 (例 えば図書館での リサー
チの仕方、参考 文献 の書 き方等 )、 調 べ た ことを発表す
る訓練、そして 自分の意見 を述 べ る訓練 を受 けます。他
東大理学部物理学科 を卒業 し、世界 の トップ レベル の
研究 を見 てみたい との期待 を抱 い て MITの 大学院物理

方 では、他人 の考 えは自分 の考 え とは違 っていて も尊重
す べ きだ とも教 えられます。高校生 にもなると、 はっき

学専攻 に留学 したのは昭和 53年 の ことで した。博 士号取
得後 も MITの プラズマ核融合 センターで、高周波を使 っ
たプラズマ加熱 。電流駆動実験、 並びに トカマ ク型装置

りとした自分の考 えを持 ち、 かな りの説得力 を もって議
論 がで きるようになって きます。例 えば、ABCの 三 つ

の性能改善実験 (プ ラズマ閉 じ込 めの改善、圧力限界 の
改善等)を 中心 に核融合 の研究 を続 けて きました。 この
たび通算 19年 間 の MITで の研究生活 に終止符 を打 ち、
平成 9年 7月 16日 付 で、理学系研究科物 理学専攻教授 と
して着任 しました。世界 で も トップクラスの研究環境 を
誇 る MITを 後 にして東大 に戻 って来 ましたのは、 将来
のエ ネル ギー源 として核融合 を最 も必要 としているのは
実 は日本 であ り、 日本が この分野で主導的立場 に立つた
めには、世界 の リー ダー となれ る人 材 の育成 が必 要 であ
ると考 えたか らです。 そのためには専門的な知識や技術
の教授 はもちろんですが、 それにカロえて リーダー となる
ための トレーニ ング も必要です。私 の東大 へ の赴任 と入

の立場 を与 えられ、その どれ を選 んで もよいのですが、
自分 の選んだ立場 についてバ ックア ップで きる資料 を集
め、 自分な りの意見 を展 開 し、相手 を納 得 させなければ
な りません。難 しい立場 を選 べ ば失敗す る確立 は高 くな
りますが、反面、成功 した場 合 の評価 が大 き くな ります。
また、どの立場 を選んだ場合 で も、その立場 をバ ックア ッ
プす るための資料集 めをして い く過程 において、必ず必
要 な知識 を学んで い くことに もなるわ けです。 こうい っ
たスタイルの授業 は日本 の高校 で はほ とん ど見 か けない
のではないか と思います。 そして、大学 に入学す るとき
には、大学側 か ら「大学 生 になれば もう大人であ り、責

れ替わ るように、アメ リカで生 まれ育 った長男 が今年 9

任 のある大人 として扱 う。 自分の行動 については 自由 に
選択す る権利 を与 えるかわ りに、 自分 の行動 には責任 を
持 つ ように。」 と言 い渡 され るわ けです。授業 の選択 に

月 よ り MITに 入学 し、大学生活 を始 め ました。 そのよ
うなタイ ミング もあるので、今回 は自分 自身 の体験や息

は広範 な 自由が与 えられ るのはもちろん、特 に 自分 の専
攻、論文 のテー マ の選択 には学生 の主体性 が強 く要求 さ

子達 の成長 を通 して見 てきたアメ リカの教育 につ い て、
リーダーの育成 とい う観点か ら書 いてみたい と思います。

れ ます。 そ して MIT、 特 に物 理 学専攻 で は、博 士 号 を
取得す る条件 として、 自分 の専門分野 では世界 の第一人
者 になっていることが要求 されてい ます。

ご存知 のようにアメ リカは実力社会 です。 しか しリー
ダー となるためには実力があるだけでは不十分で、それ
を有効 にア ピール し、他人 に納得 させ る能力 が必要 とさ
れ ます。ア メ リカでは、幼児教育 か ら高等教育 に至 る全
教育課程 を通 してそのための訓練 が されてい ます。 まず
保育所 や幼稚園 に通 い始 めるころか ら、個人 の個性・ 特
徴 を重要視 し、 ほかの人 と同 じであるよりは何 か違 うも
のや考 え方 を持 っているのは非常 にいい ことで あると教
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この ようにアメ リカで教育 を受 けて きた研究者達 は、
リー ダーになるための訓練 を全教 育課程 を通 して受 けて
きて い るわ けです。 このよ うな世界 一 流 の研究者 と肩 を
並 べ られ るような、 またそのような研究者達 の上 に立つ
ことので きるような人材 を東大か ら輩出 してみたい との
希望 を抱 き帰国の途 につきました。
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職 を得 て、機会 ある ごとに地球上 の様 々 な場所 で調査
をしてきた。北極 の島 で 3カ 月 に及ぶキャンプ生活 をし
た とき、手 つかず の 自然 と地球 の営 みを肌で感ず る こと
がで きた。氷河 の水 で体 を洗 うと命が よみが えるのであ
る。熱帯 の島 で真 っ赤 に風化 したラテライ トの下 に新鮮
な岩石 を見 つ けた時、熱帯での風化が如何 にすざましい
ものであるかを実感す る。 オース トラ リアの大地 に立 つ
と「 ゴ ン ドワナ大 陸」 (数億年前 に地球 の南半球 に存在

地質学 を Geologyと い う。Geoと は地 球 であ り、‐
logyは 科学 で あるのだか ら、本来 は地球全体 を取 り扱
う壮大 な学問 なのであつた。 しか し、
「地質」 の響 きは
「つちと山師」のイメージが あ るのか随分前 か ら「古 く
さく」、学生の集 まりが悪 く、 日本のほとんどの大学の
理学部か ら地質学の名前 は消 えてしまった。 しかし、一
方で地球環境や地球や惑星を構成する物質 を取 り扱 うと
看板 と中身 ?を 替 えた ところは活気 を帯 びてお り、人気
の分野 となっている。それは地質学が成立 して以来、多

した超大 陸)を 実感 し、キャンプ した砂漠 で満天 の星空
をVLめ てい る と数億年前 にタイプス リップした錯覚 に陥
る。 プ レー トテク トニ クスで多 くの地質学的アイデアの
生 まれたアメ リカの西海岸 を歩 くと、彼 らが こんなに乏
しい岩石の露出状況 か らよ くぞ、イメージを膨 らませて
新 しい提案 を次か ら次 とした ものだ と感心 して しまう
と同時 に「いいす ぎだ よ !」 な どと思ってしまう。 カナ

くの人たちが探求 して きた ものその ものである。Ceo‐
logyと は本来、研究の手段 に依存 した科学 なのではな
く、研究対象が「地球」で あり、それを理解するために

,

ダのツ ン ドラで30億 年前 の岩石 の露出す る大地 を見 ると
「 え ￨こ んなにも良 く見 えるんだ !」 と時を越 えて身近
な対 象 となる。中国奥地 へ行 くと三国志の世界が今 だ残 つ
てい る !と 驚 くがそれ と同時 に 自然 との格闘 に今 だ必死
な世界 に圧倒 される。

あらゆる手段 を講 じるものだつた。
私が学生だった頃、地球科学 はプレー トテク トニクス
の革命期末期であつた。それまで地球物理学 と地質学は
ほとんど男J個 の科学 として住 みわけていたが、 それでは
一歩 も前へ進まないことを見せつ けて くれた。地震研究
所 にお られた上田誠也先生の書かれた「新 しい地球観」
は大変感動的であった。しかし、実際 に学部へ進学 し、
地質学の専門課程で学び始 めた とき、事態ははるか遠 く
「革命前」であつた。日本の主要な大学 はほとんど総て
そのような状態であった。必然的 に不満が渦巻 くことと
なる。大 きな組織 を抱 えると科学の急進展 に対応で きな
いのである。アメリカでさえもそ うであった とい う。
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今 は地球 を歩 くことははるか に容易 な時代 で ある。 あ
らゆるメデ ィアを使 い無限 の情報 が入 り込んで くる。実
際 にそこへ 出かけるので さえ「ち ょっ と北海道 で も行 っ
てキャンプ して調 べ て来 るか」程度 の感覚で行 くことが
出来 る場合 が多 い。海底だ って 日本 は世界最深記録 の潜
水艦 をもってい る。そ うやつて地球 を歩 いて い ると俗世
間 な ど一瞬 であ り、 この地 球 は人 間が作 った科学の分野
区分や大学の教室 区分 などとは無縁 に迫 って くる。

