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第1
1
号の刊行 に よせ て

今 回の この原稿 を依頼 されたの は締 め切 りまで 日数 もあ ま り無 く他 の仕事 が
山積 していたので､体験談 になって しまうが準備 のい らない私 の留学 に係 わ る
思 い出 を書 かせ ていただいて役 を果 た したい｡
私 が留学 しよ う と した 当時 は国費 留学 の順 はなか なか 回って こず､ これ を
待 っていて は日が暮 れ るので､将来性 の あ りそ うな米 国の 2人 の先生､ トロス
ト､ シヤー プ レス両先生 に給料付 ボス ドクの地位 を求 めて手紙 を書 いた｡私が
ち ょうど30歳 になった とき､1
975年 の ことで あった｡戦後 30年近 く経 っていて
日本 も豊か にな りつつ あったが､社会資本 ､生活実態 において米 国 と日本 には
まだ まだ隔た りが あ り､渡航費 も現在 の値段 と大差 な く､私費留学 な どとて も
で きない時代 で あった｡二人 とも､私 よ り少 し上 の30
歳 を少 し過 ぎた若手 のば
りば りで世界 の最先端 を走 り始 めた ばか りの先生方であった｡ ボス ドク依頼 の
手紙 を書 くまで は一面識 もな く､二人 の名前 は一流学会誌 の報文 か ら知 ってい
るだ けで あった｡結果 は トロス ト先生 か らOK､ シヤープ レス先生か らはフ ァ
ン ドが無 いので‑‑ とい う返事 を もらった｡ アジアの片隅か らの‑若者 に両先
生 とも律儀 に返事 の手紙 を書かれたわ けで､ ボス ドク依頼 の多 くのメール に多
忙 を理 由に返事 を出 さない ときもある今 の 自分 の姿勢 に反省 しき りで あ る｡ 当
時 の手紙 は記念 に今 で も保存 してい るが､ まさか その時､ シヤープ レス教授 が
ノーベル賞 を受賞 され る とは夢 に も思 っていなか った｡2001
年 ノーベ ル化学賞
を受賞 された仕事､オ レフ ィンの高立体選択 的酸化､が世 に報告 されだ したの

978年 頃か らであった｡渡米 当時 は､ む
は私 がお願 いの手紙 をだ して 4年後 の1
しろ トロス ト教授 の方が一歩先 ん じていた ように感 じていた｡爾来 4半世紀余
りが過 ぎ､シヤー プ レス教授 は前述 の ご とくノーベル賞 を､トロス ト教授 も数々
の賞 を受賞 され あ とはノーベル賞 を残 す ぐらい とな って現在 はお二人 ともアメ
リカ化学会 の大御所 となってお られ る｡ ともあれ､ この ような経緯 で 1
976年 2
月か らウ ィス コンシン大学 の トロス ト研 で一年間の ボス ドク生活 を送 る ことと
なった｡米 国で は､今 で もそ うで あるが､教授一人 だ けで研究室 を切 り回す｡
研究室 は､若干 の大学院生 と20数人 のボス ドクか らなっていた｡一人一人異 な
るテーマ を教授一人 で指導 され､ そのバ イタ リテ ィー に感銘 を受 けた ことを思
い出す｡ その ような雰 囲気 の中で ステ ロイ ドホルモ ンの合成研究 で無事成果 を

得､ また米国の生活 を大 いに楽 しんで‑年後 に帰 国 した｡
この経験 で感 じた ことは､若 い時 に留学 の機会が与 えられて幸せであった と
い うことである｡何事 に も感動 した｡研究面で は もちろんの こと､些細 な 日々
の生活 の一 つ一つに｡巨大 なスーパ ーマーケ ッ ト､プール付 のアパ ー ト､ キャ
ンピングカーで夏休 みを楽 しむた くさんの人々､ アメラグへの熱狂等々

｡

しか

し､ これ らの多 くは現在 の 日本 では現実化 して しまった｡情報量 の少 なかった
歳位 の年齢 で も若 かった時 と書 けるが､情報量 の多 い今 は､
当時であったか ら30

0
歳が学部生 あるいは大学院生 の年代 に対応す るので は と思 う｡是非 こ
当時の3
の年代 の若 い人たちに上記 の ような体験 を して もらいたい と思 う

｡

また 日本 か

ら外国への留学だ けでな く､諸外国の若 い人 たちが 日本 に来 る場合 で も､ その
ような機会が努力すれ ば得 られ るような諸制度の整備が大学 に求 め られ る｡今､
大学 は差 し迫 った独立行政法人化 の ことで 目の回 るような忙 しさである

｡

その

様 な中で も､地味で はあるが､学生 の送 り出 し､受 け入れに関す る留学制度 を
着々 と整備 してい くことが魅力 ある総合大学 として肝 要である と思 う｡ その制
度 の一 つ として短期留学 プログラムが あ り､今､具体化 にむ けての案が挙が っ
て きている｡ この機会 に､ これ に対 す る先生方の ご理解 とご協力 をお願 い した
い

｡

なお､今春､ 日本薬学会年会が長崎 で開催 された機会 に現 スタンフォー ド大
歳 になってお られ
学教授 の トロス ト先生 を特別講演者 として招待 した｡現在 61

0
人以上の学生 とボス ドクを昔 と変わ らず一人一人指導 している
るが､今 なお4
との由､若 き時のバ イタ リティーをなお維持 されてい ることに再 び大 いに刺激
を受 けた ことを付記 す る｡
平成1
5年 6月
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