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　1月1日に第9代目の学長に就任しまし
た。私学での最大の理系総合大学、130年
近い歴史をもつ伝統ある大学、17万人の
学友が全国で活躍している大学、どれを
とっても小生にとってはやりがいのある学
長のポストです。教職員の方々と一致協力
しながら、2万人をこえる在校生とともに
一層すばらしい大学にしていきたいとの思
いを強くしています。
　新年の茶話会でも申し上げましたが、次
のようなことをまずは実行していきたいと
思っております。
　1　基礎学力の向上と一般教養力の充実
　2　特徴ある学問領域の拡大
　3　国際化の拡大と留学生の増加
　4　外部資金の充実
　これらのことを実行する上で、大事なこ
とは良い雰囲気をつくることだと思ってい
ます。

良い雰囲気をつくる

　私は今から40年以上前の大学院の学生
のときに、酸化チタンに光を当てると水が
分解できるという成果を見いだすことがで
き、今では光触媒として使っていただくよ

うになってきています。このときの研究室
の雰囲気は特別でした。教育についても同
様ですが、研究において研究者自身がいか
に燃えているかが大切ですが、もっと大事
なことは、その集団の持っている燃えるよ
うな雰囲気だと思います。いい雰囲気のも
とでしか、良い成果は出ないのではないか
と思っています。
　では、その雰囲気とは何か。「正法眼蔵」
で鎌倉時代の道元が言った言葉にヒントが
あるのではないかと思います。「霧の中を歩
めば、覚えざるに衣湿る」とあります。朝も
やの中を歩いて帰ってみたら、歩いている
ときには気がつかなかったが、あのとき「も
や」があったんだ、と気がつく。そのときに
は気がつかないが、良い雰囲気のもとにい
ると、それに影響されるということです。
　パリに行くと、私はオルセー美術館に行き
ます。5階の最初の部屋にはルノアールの絵
があり、次の部屋はクロード・モネの部屋で
す。そしてゴッホ、ゴーギャンと続きます。
　私は、これらのすばらしい絵がいつ描か
れたのかと思って、調べてみたら、みんな
同じときに描いていることがわかりまし
た。ルノアールとモネは同じ画廊で勉強し
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ていました。ゴッホとゴーギャンは同じア
パートに住んでいたこともありました。同
じときにみんなパリにいたわけです。つま
り、すばらしい雰囲気が印象派の画家の
方々に影響して、あのような名画を描かせ
たのではないか。音楽の世界のことを考え
ても、あるいは明治維新のときの若者たち
の活躍、どうしてあのようなことが起こっ
たのだろうかと不思議です。やはりそのと
きの雰囲気が大事であると思います。
　私たちの教育や研究でもまったく同じこ
とが言えるのではないでしょうか。

アウトカムをつくる

　研究にはアウトプット、つまり論文の
数、パテントの数などで評価されます。し
かしもっと大事なことは、アウトカムだと
思います。アウトプットは、その人の業績
を毎年のように評価することです。これも
大事です。しかし最も大事なものは、アウ
トカムだと思っています。アウトカムとは、
新しい概念とか、新しい製品などで世の中
に役立つようにすることです。アウトカム
には時間がかかります。
　アインシュタインが1905年に発表した
特殊相対性理論も、105年後の私たちの生
活に今、アウトカムとして使われていま
す。ナビゲーションの精度が上がりました
がここで特殊相対性理論が用いられていま
す。ナビゲーションは100メートル以上の
誤差がありました。今まで人工衛星3つで
地上の位置を測定していましたが、3つの
人工衛星だけだと誤差が出ていました。

　人工衛星は高速で動いていますから、特
殊相対性理論によれば人工衛星の中の時計
が地上よりもわずかだけ遅れています。そ
れを補正するための4つ目の人工衛星を今
使っています。4つ目の人工衛星を使うこ
とによって、ナビの精度が上がりました。
アインシュタインの特殊相対性理論のアウ
トカムを今の私たちが使わせていただいて
いることになります。教育におけるアウト
カムとは、同窓生の方々の活躍とみること
ができます。理窓会の方々の大活躍が東京
理科大学としてのアウトカムと言えます。

太い「たけのこ」を作る

　以下に記しますのはかつてエッセーとし
て書いたものの再録ですが、研究や教育に
も通じることと思っております。
　一編の研究論文や特許、あるいは一つの
製品を完成させるには、その課題にとり組
むに至る発想、結果になるまでの長い時を
かけたたゆまぬ努力、いろいろな協力など
があって初めて可能となります。もちろん
どの人も、よりインパクトのある大きな成
果をあげることができるように努力してい
るのではないでしょうか。以下は私の小さ
な体験からのヒントです。
　私の田舎は三河の山奥の山村にあります。
私自身はそこの小学校を卒業しました。ク
ラスメートは14名、全員健在です。担任だっ
た神谷勘一先生は今もお元気です。山にか
こまれた田舎には年に1回くらいしか帰る
ことはありませんが、5月の連休の近くにな
ると、我が家の竹藪で頭を出しているであ
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ろう筍に思いを馳せるのが常でありました。
　ある年、緊急の用事ができ、5月初旬の
筍の季節に帰郷することになりました。用
事もすみ、しばらく行ってなかった竹薮に
親戚から鍬を借りて勇んで出かけてみまし
た。道すがら見える他の家の竹薮にはニョ
キニョキと筍がそこかしこに頭を出してい
ます。我が家の竹薮も同じ状態だろうと想
像しながら、また沢山の筍をどのようにし
て新幹線の中に持ちこもうかとも考えつ
つ、口笛を吹きながら山道を登りました。
　相当密集している竹と竹との間を、夢中
になって捜しまわってみましたが、驚いた
ことに一本の筍も見つけることができませ
んでした。全く不思議で、田舎の人が良く
言う、きつねにだまされているのではない
だろうかとも思ったほどです。しかし最後
になってようやく、竹薮と畑の境界の所で
わずか数本の筍を見つけることができ、急
いで掘って一息つきました。
　なぜ我が家の竹薮に限って筍が生えてい
なかったのか、しばらくの間、考えてみて
気がついたことは、我が家の竹薮には筍が
生える必要がなかったということです。10
年以上も竹を切ることがなかったので、既
に十二分の竹が生えており、これ以上竹が
増えると却って密集しすぎることになるの
です。自然の摂理を考えてみれば当然のこ
とと言えます。
　では、太い筍を沢山採るためにはどうし
たらよいのでしょうか。この時、京都の錦
水亭でおいしい筍料理をごちそうになった
折に見た竹薮の手入れの良さを思い出しま

した。竹は適度の感覚で生えており、また
藁などが敷かれていて肥料を含んだ柔らか
な土壌と見受けました。
　どの人も専門分野をもっています。10
年、20年と同じような仕事をしていると、
もちろん専門知識は増え、親しい研究仲間
もでき、それなりの成果もでてきますが、
ややもするとマンネリ化に陥り易いので
す。竹薮はどんどん密集してきて、小さな
細い筍が数本生えれば良しとするような雰
囲気になります。
　太い筍を沢山掘ることができるために
は、まずは、親竹を適当に間引くことが必要
です。基本となる原理的事項や引用しなけ
ればならない重要な研究成果は、整理して
みれば、それほど多いものではありません。
　そして風通しを良くし、また適度に肥料を
与え、あせらずに次の年の春を待つべきです。
　もちろん周囲への発展、境界領域への進
展は遠慮することはないと思います。比較
的容易に、成果をあげることができること
も多いのです。隣接地が畑のように、やわ
らかな土壌であり肥料もほどこしてあるよ
うな場合には、なおさらにこの境界領域で
は太い筍も出やすいこともあります。もち
ろん親竹として成長できるかどうかは、難
しい面をもっているでしょうが。
　田舎の叔父に、竹を適当に切ってくれる
ように依頼し、4、5本の筍を大事にかか
えて新幹線に乗りました。車中、自分の現
在のフィールドのどの部分を整理し、どの
ように肥料を与えようかと考えていたら、
ウトウトと眠ってしまいました。
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