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田畑先生の想い出

田畑 米穂先生は 2019年 11月 14日に 91歳で逝去
された．私は卒論（1971年秋）以降 50年にわたり田
畑先生にお世話になった．沢山の思い出があるが，そ
のうちの三つを紹介したい．ただし，自分自身の研究
活動とも密接に関わり，私事も多くなることをご容赦
いただきたい．
田畑先生は 1945 年に広島県の江田島にあった海

軍兵学校（海兵）に入学された．海兵最後の学生で
あった．田畑先生の書かれた原稿に次のような記載が
ある．
「私と核・放射線の出会いは 1945 年 8 月 6 日の朝

8時過ぎの，あの不幸な広島に投下された原子爆弾で
あった．直下の被曝ではなく広島から 10 km余離れた
江田島においてである．爆発時の閃光と熱線を受け，
引続いて到着した衝撃波を感じ，炸裂後出来た裾を真
紅に染めた茸雲をまのあたりにした．茸雲は時間を経
るとともに真黒な入道雲に変わり広島上空を覆いつく
した．半世紀経った今でも夏になると悪夢として強烈
な印象が蘇ってくる．」と記されている．田畑先生に
は長くご指導頂いたが，先生が寄稿された「放射線と
産業」1) の「私の放射線化学史」をまとめたものを読
み，初めてこのこと知った．先生からこの件について
は全く話されたことはなかった．
私は広島出身で，母方の祖父も原爆と関わりがある．

当時祖父は糸崎駅の助役をしていたという．蒸気機関
車の走る時代であり，糸崎駅は燃料の石炭と水の補給
のための重要な駅であった．原爆投下の情報はすぐに
糸崎にも届き，祖父たちは直ちに広島に救援に出かけ
た．救援から戻ると疲労のせいか，こんこんと眠った
という．被爆者手帳を見せてもらった記憶がある．そ
の祖父は 96歳で亡くなった．
今思えば，田畑先生にも，祖父にもその時の経験を

しっかりと聞いておくべきだったのにと非常に悔やま
れる．特に，田畑先生は放射線化学や放射線利用の研
究を進められる中で江田島のことや核兵器については
どう思われていたのであろうか．
田畑先生は新しい研究分野や研究対象に対しては，

非常に強いご興味を示された．陽電子科学（化学），
さらに中間子科学（化学）がその典型であり，さらに
psパルスラジオリシス，その延長の fs パルスラジオ
リシスに対しては終生変わらぬ情熱を注がれたように

思う．
私は 1977年より東海村にある東京大学の原子力工
学研究施設（現在の原子力専攻）の助手として採用さ
れ，田畑先生のもとで当初はライナック建設をお手伝
いし，その後はライナックや原子炉「弥生」を用いた
実験を進めた．1984年秋に本郷（浅野キャンパス）の
東京大学の原子力工学科に助教授として着任し，石榑
顕吉教授のもとで活動するようになった．石榑グルー
プでは原子炉の冷却水に関わる課題，いわゆる水科学
が大きなテーマであった．中でも高温の水の放射線分
解が大きな対象で，この研究を分担した．高温水の放
射線分解をフリッケ線量計やセリウム線量計を用いて
Co-60 γ線や原子炉「弥生」の高速中性子照射等を行っ
た．それらの測定G値から水分解生成物の温度依存性
を評価するためであった．ただし，温度はガラス容器
を用いたので上限は 250 ◦C が精一杯であった．しか
し，1990年代の後半には更に高い温度の水，超臨界水
（> 374 ◦C，> 22.4 MPa）を研究対象にすることになっ
た．サファイア窓を組み込んだ金属容器（Hastelloy）
を導入することで温度域を広げ，γ照射とパルスラジ
オリシスの実験を開始したのである．現在の原子力委
員会の委員長である岡 芳明教授は東大在職中に超臨
界水冷却原子炉を提案された．その水化学研究という
ことで，強力に後押し下さった．田畑先生も超臨界水
の放射線化学には強い興味を示され，我々が主催した
国際会議 SCW2000に出席下さり，また，研究成果を
原子力システム研究懇話会での講演の機会を与えて頂
いた．
このように田畑先生には新しい分野，まだ手垢のつ
かない新鮮な分野，当然，世界でも新しい開拓分野に
対する強いご関心が根底にあったように思う．加速器
と ESR装置を連結した「照射中の ESR測定」は田畑先
生が与えてくださった私の卒論，修論の課題であった．
Fessenden & Schuler のような華々しい成果は挙げら
れなかったが，この装置を用いて CIDEP（Chemically
Induced Dynamic Electron Polarization）の観測 2,3) など
を報告した．この実験装置も田畑先生の発案であっ
た．その後外国を訪問した際に，幾つかの有名な研究
所（リーズ大の Cookridge研究所や Leipzig大学）の実
験室の片隅に穴を開けた電磁石を見つけ，論文刊行に
至らなかったものの同じような発想での研究の試みが
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あったことを知った．
田畑先生は世界の放射線化学の活動が見えていた

人でもある．何しろ頻繁に海外の会議に出席された．
Kroh教授が編集した “Early Developments in Radiation
Chemistry”, The Royal Society of Chemistry（1989）を読
むと，大昔の Miller Conferenceや 2014年を最後に開
催中止となった Gordon Conferenceの参加者の集合写
真を見ることができる．1971年の Gordon Conference
には田畑先生の顔が見える．当然，当時の多くの著名
な研究者とも面識があった．
私にとって最初の国際会議のお手伝いは 1982 年

2 月に東海村の東京大学原子力工学研究施設（現
原子力専攻）で開催した “Fast Processes in Radiation
Chemistry”4) であった．今でこそ，外国人は一人で日
本国内を移動するのは当たり前だが，当時は困難で
あり，17 名もの外国人研究者を東海に招聘するのは
簡単ではなかった．施設から空港にバスを出し成田空
港まで迎えに行った．若かりし日の鷲尾先生（現早稲
田大学教授）と一緒に成田空港内を招聘外人探しで走
り回った．この会議が縁で，多くの研究者と知り合い
になり，後に研究所を訪問したり，共同研究の実施に
結びついたりした．これを皮切りに，1989年の “Fast
Excitation Processes”国際会議 5)，1990年の “Radiation
Chemistry of Polymers” 国際会議 6) などの開催にも関
わった．こうして振り返ってみると田畑先生の足跡は
日本の放射線化学の国際化と重なり，日本の放射線化
学者の世界での活躍の土台作りに寄与したのかなと思
う．外国人研究者が日本に滞在して共同研究を行うと

いう一つの例はパリ南大学化学物理研究所の Jaqueline
Belloniさんである．1983年に彼女を 1ヶ月の間招聘
し共同実験を実施した．私は田畑先生からお世話係を
命じられ，Belloni さんと東海村のライナックを用い
て，dimethyl sulfide の ps パルスラジオリシスの実験
7) を一緒に徹夜で行った．深夜になって空腹を覚えた
頃，鷲尾先生手作りのサンドイッチとスープの差し入
れがあり，大変に美味しかったことを今でもよく覚え
ている．その Belloniさんはフランス化学会から永年
の功績に対してMedal of Centuryを授与され，記念祝
賀会が昨年 6月に開催された．これに招かれ，この話
を紹介した．
今は昔の仕事を振り返るたびに田畑先生を思い出
す．田畑先生，これまで大変お世話になりました．感
謝しております．

1)田畑米穂,放射線と産業, 89 (2001).
2) H. Shiraishi, H. Kadoi, Y. Katsumura, Y. Tabata and K.
Oshima, J. Phys. Chem., 78 (1974) 1336.
3) H. Shiraishi, H. Kadoi, Y. Katsumura, Y. Tabata and K.
Oshima, J. Phys. Chem., 80 (1978) 2400.
4) Special issue, Radiat. Phys. Chem. 21 (1983) 1.
5) Special issue, Radiat. Phys. Chem. 34 (1989) 425.
6) Special issue, Radiat. Phys. Chem. 37 (1991) 1.
7) J. Belloni, J. L. Marignier, Y. Katsumura and Y. Tabata,
J. Phys. Chem., 90 (1986) 4014.

(元日本アイソトープ協会 勝村庸介)
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田畑米穂先生を偲んで

元会長の田畑米穂先生は 2019年 11月 14日に 91歳
でご逝去された．田畑先生は東京大学，東海大学等で
の教育と研究指導，原子力委員長代理等の公的な活
動，放射線化学会会長等の学協会での活動，国際交流，
原子力産業会議等の産業界での活動，実用化研究など
非常に幅広い活動をされた．先生が東大応用化学科の
博士課程を中退し講師となった 1956年は原子力委員
会の設置，原子力産業会議の誕生，日本原子力研究所
の設置が決まった年で，田畑先生は放射線利用分野を
中心に，原子力とともに歩んできた．コバルト 60線
源の建設に加わり，1958 年夏から放射線重合の実験
を始め，1961年に創設された原子力工学科の大島 恵
一教授の応用放射線化学教室の助教授となった．私は
1968 年から田畑先生の卒論指導を受けた．私の（1）
大島研での卒論・大学院時代，（2）東海村での東大工学
部原子力工学研究施設助手・東大原子力総合センター
助教授時代の田畑先生の思い出を書いてみたい．
（1）田畑先生に指導を受けた大島研は人気があり，
他講座の倍近い大学院生がおり，田畑先生は 10人以上
の学生に別々の研究テーマを与え，自由な雰囲気の研
究室であった．私の卒論は理研のサイクロトロンから
のイオン照射と原研の原子炉を用いたホウ素中性子捕
捉療法で使うボロンの中性子捕獲後の核変換反応で出
る Heイオンと Liイオンを用いる LET効果の研究で
あった．田畑先生は研究の進捗状況に非常に高い関心
を持ち，頻繁に部屋に呼ばれ，質問攻めにあった．そ
の後，田畑先生から放射線重合や放射線高分子反応の
初期過程の解明は非常に重要だが世界でまだ成功して
いない．理研で稼働し始めたマイクロ秒パラスラジオ
リシスの装置を用いてぜひ解明したい．今村さん（故
今村昌主任研究員）もパルスラジオリシスの責任者の
荒井さん（荒井重義副主任研究員，後に京都繊維工芸
大学教授）も田川君を喜んで受け入れると言っている
ということで，パルスラジオリシスによる放射線重合
初期過程の研究を荒井さんの指導で，吉良さん（元理
研副理事長，元 JASRI理事長）や志田さん（故京大名誉
教授）の協力も得て，当時電荷移動重合で脚光を浴び
ていたビニルカルバゾールの反応開始種であるラジカ
ルカチオンを測定し，溶媒を変えるとラジカルカチオ
ンから重合と 2量化反応に選択的に進むことも測定で
きた．これは同時に欧米の多くの著名な研究者が試み
たが成功していなかった放射線重合の主反応開始種の
最初の明確な測定で，田畑先生も大変喜ばれた．田畑
先生の国際会議での宣伝効果と電荷移動重合が注目さ

れていたので，初めて国際会議に招待された．田畑先
生にも賛成して頂いて，大変貴重な経験になった．理
研では職員が集まってコーヒーを飲みながら，欧米の
最新情報についての意見交換を行っていて，大変貴重
な経験になった．田畑先生には頻繁に呼ばれ，研究経
過に大変興味を持ってもらった．理研でパルスラジオ
リシスを習得させて頂き，当時，世界の放射線化学の
2大拠点であったアルゴンヌ国立研究所やノートルダ
ム大放射線実験所で大活躍していた荒井さんや志田さ
んたちと議論できる機会をもらい，田畑先生，今村先
生には大変感謝している．また大島研という自由に研
究できる研究室で，勉強できたことは大変幸運だった．
（2）1972年 11月に田畑先生が東海村の東京大学原
子力工学研究施設の教授になったので，私は大学院を
中退し助手になり，その後原子力総合センターの助教
授になった．田畑先生は建設に関与した照射設備とし
て， 1� γ線照射施設， 2�ダイナミトロン， 3�フェバト
ロン電子加速器， 4�ライナック， 5�多目的イオンビー
ム発生装置の 5つを挙げていた． 3�，4�，5�は建設責任
者で東京から指揮を取り，私が東海村で幹事役として，
3�は私と修士 1年の菅原君と二人で製作し， 4�と 5�は
多くの方々が関与した複雑なプロジェクトであった．
3�は本来，違う機器の購入予算を田畑先生が文科省と
交渉して変更し，ナノ秒パルスラジオリシスを製作し，
4�も当初計画のライナックは陳腐化し中止になりそう
なのを短パルス発生の世界的にも特徴のあるライナッ
クに田畑先生が変更し，復活させたと伺った． 5�も多
くの目的を達成する複雑な計画の中でイオンビーム
パルスラジオリシスも完成させたプロジェクトであっ
た．田畑先生の熱意なしには製作は始まらなかったが
建設チームの頑張りで成功したと思っている． 4�のピ
コ秒パルスラジオリシスの建設の思い出をもう少し書
くと本誌に田畑先生自身が書かれたように，目的が二
つあり，主目的は原子炉のパルス運転を行うことで，
もう一つは電子パルスや中性子パルスによる放射線効
果を研究することで，A.パルスラジオリシス，B.ポジ
トロン・ビームによるポジトロニウム化学，C.常磁性
共鳴吸収による過渡現象，D.ライナック・アフターグ
ロ一法による気相イオン反応，E.材料の熱衝撃の 5研
究で，Aでは 1.ピコ秒パルスラジオリシス，2.極低温
も含めた低温パルスラジオリシス，3.中性子パルスラ
ジオリシスの 3項目があり，田畑先生は 3つとも本気
でやりたがっていた．原子力委員時代に呼ばれ，関助
手（現京大教授）たちと伺い，極低温パルスラジオリ
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シスで先生が世界で初めて提案した低温固相重合を検
証してほしいと言われて阪大で予備実験をした．同時
期に，日本では 3つのピコ秒パルスラジオリスの建設
が東大，阪大，北大でスタートし，東大以外はピコ秒
パルスラジオリシス専用の計画だった．東大は多目的
用のライナックで，多くの先生方の要望された加速器
性能はすべて三菱電機に保証してもらい，ピコ秒パル
スラジオリシスのための加速器性能は予算的にも技術
的にも三菱電機は保証できないので，努力目標とした．
数倍の建設予算で，ピコ秒電子線単パルスの強度が東
大の数十倍出るアルゴンヌ国立研究所と同じライナッ
クでアルゴンヌ方式のピコ秒パルスラジオリシスの建
設を目指した阪大や日本で最初のマイクロ秒パルスラ
ジオリシスを行った先生方が健在で，ピコ秒パルスラ
ジオリシスの創始者の Hunt先生と同じ方式のピコ秒
パルスラジオリシスを製作する北大より東大がはるか
に早く完成したのは非常に幸運であった．また，田畑
先生はライナック建設前に外国の関係施設を見学し，
Hunt先生を学振で招待し，準備の会合にも二，三度出
て戴き，貴重な意見を伺ったが，田畑先生が最も知り
たかった S-バンド・ライナックで強度の高いピコ秒単
パルスが得られるかどうかについては全く見通しが得
られずじまいであったと田畑先生がライナック利用開
始 10年目に出版した成果報告書に書かれていた．こ
れはたぶん田畑先生の誤解で，当時の Hunt先生の所
のライナックはマイクロ秒パルスラジオリシスもまと
もにできないパルス運転では不安定なライナックで，
Hunt 先生は定常運転で測定系と研究対象を工夫すれ
ばピコ秒パルスラジオリスができるかもと周到な準備
をした．１研究者の Hunt先生と周到な組織内説得と
建設チーム編成で世界でも珍しい加速器を含めた新し
いピコ秒パルスラジオリシス装置を高分子放射線化学
者がすべて自分で主導して建設しようとした田畑先生
との立場の違いからきた誤解だったと思います．Hunt
先生はたぶん専門外のピコ秒単パルスについて専門家
として意見を聞かれたとは思わなかったと思います．
理由は私がパルスラジオリスを学ばせて頂いた理研の
荒井さんがアルゴンヌ国立研究所，オハイオ州立大で
所属していたDorfman先生はパルスラジオリシスの大
家で，初のナノ秒パルスラジオリシス実験をやりたく
て，トロント大学の招へいを受けたがライナックが不
安定で無理だったので，オハイオ州立大に逆戻りしま
した．トロント大で同僚だった Hunt先生はパルス運
転では不安定でも，安定な連続ビームを用いる測定方
法ならパルスラジオリシスができるかもと思ったが，
30 ピコ秒から 350ピコ秒の間で完結するような都合
のよい研究テーマがあるのか心配で，当時世界で初め
てナノ秒パルスラジオリシスに成功したノートルダム

大学の Thomas先生の所で，水和電子の反応とシクロ
ヘキサン溶液での芳香族 3 重項状態生成の実験をし，
特殊な水和電子の実験なら可能と目途をつけ，自分の
興味ある研究もしたいので，Greenstockの所で自分の
専門分野の水溶液中での水和電子と核酸誘導体の反応
のパルスラジオリシス実験をしたが，こちらの研究は
連続ビームによるピコ秒パルスラジオリシスでは無理
と判断し，4年後の 1972年にトロントでもパルス運転
によるナノ秒パルスラジオリシスを製作した．日本に
来る直前にパルスラジオリシスの研究は止め，帰国後
には新しい研究を始めた Hunt先生は田畑先生がチー
ムを組んでパルスラジオリシス用の加速器を含むピコ
秒パルスラジオリシス製作することに本当に驚いてい
た．本当にそんなことができるのだという驚きの方が
大きかったと思う．ただ，自分はこれでパルスラジオ
リシスの研究を止めて，別の研究手法でやりたい研究
をするがあなたたちはこれからもパルスラジオリスを
自分たちの手で進歩させれる体制になっているので大
変うらやましいと言ってくれた．
東大退官前は頻繁に研究のことでお会いしたが，東
大退官後は先生とは放射線高分子化学の国際会議か，
先生がやり残した研究に関する相談で会うことが多
かった．
田畑先生が最も得意とする放射線高分子化学の分野
での先生の研究の実用化は先生の思うようにならな
かったが，1990年にワシントンで開催された第 200回
米国化学会記念年会の Radiation Effects on Polymersの
Symposiumでは放射線高分子化学のパイオニアである
故 Charlesby先生や 1990年以降の現在まで半導体量産
プロセスで使用されている化学増幅レジストの発明者
の IBMの故伊藤洋博士をはじめとする世界各国を代
表する 38講演の異例と思われる 1，2番目の招待講演
（ACS SYMPOSIUM SERIES 475, Chapter 1 & 2, ACS,
Washington DC, 1991）を私と定年後の田畑先生が務め
たように田畑先生が切り開いた放射線高分子化学の分
野では高く評価されていたと思っている．田畑先生は
世界の放射線化学のほとんどすべてのトップレベル研
究者を 2度に渡って，日本に呼び国際交流に大きく貢
献し，世界が最も注目していた分野で日本の独自性の
高い装置製作と研究をし，多くの人材を育成したこと
等，放射線化学の発展に大きく貢献したと思います．
田畑先生には細かい教育でなく，先生の好奇心による
未踏分野への挑戦のおかげで若い研究者が成長できる
ための多くの機会と研究環境，更に未踏分野へ挑戦で
きる心構えを与えてもらったことに深く感謝し，心か
ら冥福をお祈り申し上げます．

(大阪大学名誉教授，大阪大学招聘教授 田川精一)
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田畑米穂先生を偲ぶ

出会い

田畑先生にはじめてお目にかかったのは，今にして
思えば，田畑先生がまだ 40代半ばの若い東大教授で，
先生が三菱電機に発注されたピコ秒シングルバンチ加
速器の電子銃とそのグリッドパルサーの検収試験当日
であった．当時，私は三菱電機に勤務し，ピコ秒シン
グルバンチ加速器を構成する上での主要機器の一つ，
短パルスビーム用電子銃の開発を担当していた．緊
張した私は，サンプリングオシロスコープの取り扱い
に手間取ったが，それを調整している間も田畑先生は
穏やかな笑顔でお待ちであった．その日は，高エネル
ギー物理学研究所教授，田中治郎先生（名誉教授，故
人）もご一緒であった．
この加速器は，放射線化学の初期過程の研究に，電

子ライナックのシングルバンチビームを放射線源と
して利用するもので，私なりにデルタファンクショ
ン的な線源を求めていると理解し，パルス幅は短いほ
ど良いのだろうと思った．当時，Lバンド加速器のシ
ングルバンチビームの利用は，アメリカですでに実績
があったが，Sバンドライナックのそれはまだなかっ
た．Lバンドよりも短いバンチ幅のビームを加速でき
るが，技術的に難しく実績もない S バンドライナッ
クを採用すると決めたのは，後で知ったのだが，外国
と同じものを作るのは意味がない，研究は常にオリジ
ナルであるべし，との先生の信念に基づいての選択で
あった．
ピコ秒シングルバンチビームの加速と並んで，原子

炉との連動を目指すマイクロ秒ビームも重要な運転
モードであった．マイクロ秒のビーム加速試験を先行
させ，1977年 6月に私が現地調整担当のピコ秒ビーム
加速が無事終了した．とはいえ，最初はストリークカ
メラの精度が分からず，10 mm厚の薄いサンプルセル
にビーム（ほぼ光速）を通過させ，入口と出口で反射
されるチェレンコフ光の時間差が 33 psになることを
利用してストリークカメラを較正し，そこからシング
ルバンチビームのパルス幅 10 psを推定した．
勿論すぐにメーカーの手で高精度に較正され発光実

験の主要測定器となった．ビーム調整中のエピソード
として，シングルバンチビームの加速ができるように

なって早々に，田畑研の田川さん（大阪大学名誉教授，
当時助手），勝村さん（東京大学名誉教授，当時助手）
がビームを使って発光での実験を実施，すぐさま学会
に報告したのは驚きであった．現場では先生が真剣な
お顔でピコ秒シングルビームのストリークカメラの画
面を見て，シングルバンチビームの前後にサテライト
ビームが出ていないことに安堵されていた．

先生との 10年

加速器を無事納入して東海村から大阪に引き揚げて
少し経ったある日，先生から電話をいただき東大への
移籍を打診された．非常に迷ったが，加速器と放射線
化学の接点を研究できる魅力は大きかった．
田畑研の助手としての仕事が始まり，今までの客先
の大先生から，研究室の教授と助手の立場になった．
先生は，兎に角細かいことは言わない．仕事の報告に
行くと，にこにこしながら “いいですね”，“おもしろい
ですね”との言葉が多かった．本来であれば加速器の
設計時に考慮すべき改造にも決して非難などしない．
挑戦に伴う欠陥に鷹揚であった．
さて，確かにこの分野での電子のパルス幅として世
界最短を記録したが，検出器の時間分解能が限界を決
め，特に吸収実験では世界最短のビーム幅が生きてい
ない．そこで冗談半分に，“もう 1 台同じ加速器を並
べ，1台を電子線源にもう 1台をチェレンコフ光の分
析光源に使い，ビームと分析光のオン・オフは各加速
器のビームスイッチで行い，ビームと分析光の相互の
時間スイープは光源用の加速器の位相を遅らせる，こ
れらをやればビームのパルス幅で時間分解能が決ま
る吸収実験ストロボスコピックシステムを構成できま
す”といったお話をした．先生はこの加速器の導入に
大変なご苦労をされ，建設責任者として 4年の歳月を
かけてここまで来たもので，さらに 1台を追加するな
どは，話すにもためらいがあった．
ところが話が終わるなり，それは面白いぜひやりま
しょうと言われ，私は具体的に費用の話をした記憶は
ないが，3000万円近い予算を準備していただいた．一
緒に仕事をしていた上田さん（東京大学技官，当時），
小林さん（同）と文字通りほとんど手作りでの加速
器建設を進めた．やってみると建物，水，空調などは
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揃っている．ピコ秒ビームは電力的には小さくインフ
ラに変更がない．そんなことで 2台目を用意する作業
は順調に進み，何とか構想通りのデータを取ることが
できた．我々は仲間内でダブルライナックと呼んでい
たが，田畑先生は外国のツインタワーなどの例を引か
れ，ツインライナック法と呼ぶのがよいのではないか
と言われ，以後それが正式名称となった．居心地の良
い環境で 10年を過ごし，私は先生の定年退官の 1年
前に高エネルギー物理学研究所（現高エネルギー加速
器研究機構）に異動した．

先生の教え

田畑先生の元には実に多くの人が集まった．国籍も
まちまち，年齢層も広かった．先生は広い学問分野に
関心を持ち，科学技術の社会への還元，そしてご専門
の化学では基礎も応用も両方を大切にされていた．
自由な発想，既存の概念にとらわれない，何事にも

好奇心を持つ，視野を広く，常に夢を抱く．創造性に

不可欠の要素として，この言葉が先生の東大での最終
講義で述べられたことはだいぶ後に知った．田畑米穂
先生の生活がまさにこの通りだった．私にとって “座
右の銘”として飾っておきたいような言葉が，日々の
生活にすっかり溶け込んだ先生の下での 10年，何げな
く発した言葉がやり取りの中で “それは面白いですね”
に発展していった．今でも “自分の人生はあの 10年が
ベースだなあ”と感じる．思えば先生は前述の言葉の
通り，若者の自由な発想を大切にし，好きにやらせて
エンカレッジした．異動後も折に触れて先生はお電話
をくれ，その時々の仕事を報告する機会があり，大変
な時にも先生の“おもしろいですね”を聞くと心が軽
くなった．

2019年は，11月に田畑先生が，同年 1月には先生
の盟友であり，ピコ秒ライナックの建設を共に進めた
高エネルギー物理学研究所・名誉教授の田中治郎先生
が亡くなった．天上界でもお二人はきっと科学技術談
義で盛り上がっていることでしょう．合掌．

(高エネルギー加速器研究機構 小林仁)
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田畑米穂先生の想い出 –平成から令和にかけて–

あぁ，この人が田畑先生っていうんだ．田畑米穂
だって．

1989年（平成元年）4月．学部の講義（確か物理化
学だった）が先生との出会いだった．その田畑先生が
2019年 11月 14日，91歳でご逝去された．
先生は 1989年 3 月に東大をご退官され，同年 4月

（～1992年（常勤），～1999年 3月（非常勤））に東海
大学に赴任された．当時，私は学部の 2年生で先生の
講義（学科の専門科目）をすかさず履修した．先生の
講義は他と異なり OHP を使った講義だった．板書は
一切行わず，講義時間余すところなく沢山の資料や最
先端研究の情報を交えた内容だった．最初は放射線重
合や架橋などまさに放射線 “化学”の講義だったが，日
が経つにつれてパルスラジオリシスからポジトロン化
学，ミュオン化学，SORを利用した微細加工，高強度
レーザー・・・・・・最先端の放射線 “科学” へと変
わっていったように思えた．とにかく放射線高度利用
の最先端科学の講義は非常に刺激を受けた．そして卒
研では迷わず田畑研究室を希望した．先生が赴任 3年
目だったので私は田畑研 3期生で（在任期間中，卒研
生としては 5期まで指導していただいた），その年の田
畑研は 11名の卒研生がいたが，大学院生はいなかっ
た．1，2 期生らは時のバブル絶頂期だったので，皆
4年生で卒業してしまったのだ．とはいっても，卒研
生だけで集まる事のできる場所は先生の居室のみだっ
たので，部屋は人でいっぱいとなるので月 1，2回程度
のゼミは開催場所に困ったものだった．特に先生が内
閣府原子力委員に就任（1991年 11月～1997年 12月）
されて以降は大学界隈だけでなく，虎ノ門や高田馬場
などの事務所にてゼミが行われることも多々あった．
実験研究は先生のお弟子さんの各所にて卒研生がお
世話になりご指導いただけるように手配していただい
た．最初のゼミでは先生は我々に対して何の研究テー
マをやりたいか？（進学か？ 就職かも含めて）お尋ね
になっていた．やりたい研究テーマによって，実験場
所が異なっていたので，当時は東大本郷，原研東海研・
高崎研そして東大物性研の 4カ所に卒研生がお世話に
なった．私は原研東海研内の東大大学開放研の伊藤泰
男先生ご指導の下でポジトロン化学・ポジトロンビー
ム研究について 3 年間ご指導いただいた．卒研生は
その各外研先にて多くの日々を過ごした．実験研究以

外のゼミ内容では，冒頭で先生の近況等トピックスか
ら始まる．トピックスといっても世界の最先端研究や
国際会議の内容だけでなく日常の事などもお話しくだ
さった．そうして徐々に各自の研究について現状報告
というのがゼミのスタイルだった．各研究について，
問題点や研究に対する期待などのご指導を受け，学生
のモチベーションは落ちることがない感じだった．

1998年（平成 10年）先生は勲二等瑞宝章受章され
た．この時すでに先生は大学では非常勤となっていた
ので，現役の田畑研学生はいなかったが，毎年「田畑
研忘年会」なる会合を開催していたので，時の幹事が
先生の受章に対してのお祝いやその年の忘年会は盛大
であったことを覚えている．また東大田畑研門下生の
方でも同じく年 1回程度「田畑先生を囲む会」なるも
のを開催していた．この会合は東大時代田畑先生の門
下生の集まりなので，東大田畑研が主としての集まり
だった．ここ数年では，米寿や卒寿の長寿祝いで金色
や紫色のちゃんちゃんこを着ていただいたことが印象
に残っている．私は 2018年 11月開催するこの囲む会
の幹事（先生がご存命だった時の最後の幹事）を仰せ
つかったが，奇しくも開催前々日に先生のご容態が急
変し入院という事態となり，この年の会合は延期とな
り幹事もそのまま継続のような感じになった．

写真 . 田畑先生卒寿御祝（遅ればせ
ながらのお祝い：2019 年 3 月 10 日，
先生ご自宅レジデンスにて）．

幹事役の期間，先生が緊急入院される直前までにか
なりの頻度でご連絡頂いていた．ある日，先生から急
遽ご連絡をいただいた．
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先生「ちょっと来てくれるかい？」
私「はい．え？ 今からですか？」
先生「フフフ，そうそう．」

という事で先生のご自宅へ伺うと，先生は身動きがと
りにくいご様子だったが，お話しすると頭（お考えに
なっている事）はハッキリとしておられて，お会いす
るなり，よく来たよく来たと言う感じで，すぐさま研
究の話しになる．何かと思えば十数年前の同窓生の卒
研の研究結果についてちょっと結果が異なるのではな
いか？ということだった．当初よりずっと気にはなっ
ていたとのこと．その後研究の詳細を調べ報告したと

ころ，どうやら気になっていたことが解消されたよう
で，先生のお考えに一理あることが判明したという様
なことがあった．一通り要件が済めば，次は雑談にな
るのだが，雑談といっても私の所属している高崎研の
放射線照射施設の今の線量率や最大線量，照射エネル
ギー等をお尋ねになったりしていた．「ん？ 先生．何
か（実験でも）やられますか？ サンプルあればやりま
すよ．」と冗談めいてお尋ねすれば，先生はお笑いにな
られた．その時の貴重なご意見・コメントはいろいろ
な分析や計測時の一考となっている．先生まだまだお
元気だなぁ．という印象だった．

写真 . 田畑米穂先生を囲む会（先生との最期の集合写真：2019年 4月 20日，先生ご自宅レジ
デンスにて）．

晩年の先生は，一時退院となりお見舞いに伺った
際，その時はそれでも眼力があり，まだまだお元気で
ニコニコされておいでだったが，あれ？ っと違和感
を感じたのは，先生が人のお名前をお記憶違いされて
いたり，おっしゃりたいことはこちらも非常によくわ
かっているのだが，単語がすぐに出てこなくなってい
たことだった．先生ご自身もそのことをおっしゃって
おり，もどかしく悔しい感じをされていた．

最後に，先生のお言葉で特に記憶に残っているのが
「道なき道をゆけ」というお言葉だった，最先端の研
究は教科書もなければ参考書，論文も皆無に等しく，
常に周囲からの批判や模索状態で進めなければいけな
い．先人がいないだけに自らがその道を作る．これが
最先端研究なのだと・・・
田畑米穂先生のご冥福を心よりお祈りいたします．

(量子科学技術研究開発機構 阿部浩之)
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田畑先生を偲んで

株式会社レイテックに入社したことにより，田畑先
生から長年に渡り，直接ご指導を戴ける機会を得るこ
とになりました．私が入社した時には，島田社長のも
とで乙幡 和重さん（田畑研卒・博士）と鈴木 秀人さ
ん（東理大卒・田畑研で卒研）が，既にレイテックで
活動されていました．（レイテックは，東京大学大学
院・勝村庸介先生との共同研究契約により，長期に渡
り，勝村先生から多大なるご支援を戴きました）．田
畑先生には教授としてのお立場から，また最高技術顧
問としてのお立場から，語り尽くせぬご指導・ご鞭撻
を戴きました．先生のご発案・ご指導のもとに架橋，
重合，分解，表面改質，滅菌等，放射線利用による新
規な数多くの研究開発を行いました．中でも 1989年
にスタートした架橋 PTFEの研究開発は，25年以上も
の長期にわたりレイテック社の中枢技術として，様々
な角度から検討を続け発展しました．製品は日立金属
株式会社により，今なお上市されています．
先生のご発案・ご指導のもとにレイテック社が手掛

けた最後の研究開発は，「成形加工可能な PTFE の開
発」でした．架橋 PTFEとも関わりの深い研究で，一
見不可能とも思える研究だったかと思います．僅かな
手掛かりを元に，常に前向きに，確信を持って，諦めず
に，研究を指導されました．新しいことをやり抜くこ
と，ブレークスルーすることの大変さは，常にお話を
されていました．また新しいことをする開拓者となる
場合，多くは周辺から賛同を得られないと話をされて
いました．賛同を得て理解されるのは，成功してから．
先生のご経験から発せられる，実に説得力のあるお話
でした．不可能とも思えたこの研究も年月をかけ，試
行錯誤を繰り返し，漸くその糸口を見出すに至りまし
た．成果については，先生ご自身が国際会議で発表さ
れ（9 th IRaP，米国，2010年），その後，論文にされま
した．新しい事，オリジナリティーのある事について
取り組む心構えを改めてお教えいただきました．月に
1回の打ち合わせ，企業訪問，国際会議参加，論文作
成，学会発表等の様々な場面で，懇切丁寧にご指導を
賜りました．また，先生の講演発表資料の作成をお手
伝いさせていただくことも，大変貴重な勉強の場でも
ありました．

月に 1回の打ち合わせ後の昼食は，楽しくお話をさ
せていただくと共に，様々な情報を教えていただく時
間でした．打ち合わせで厳しい議論があっても，昼食
は笑顔で．過去の研究から最新の科学技術情報等につ
いてまで，様々な興味深いお話を聞かせていただきま
した．ノーベル化学賞受賞者の白川 英樹先生と根岸
英一先生，お二方との出会い・交友についても，大変面
白く話を聞かせていただきました．根岸先生とは定期
的に会われて，講演を聞くことを楽しみにしておられ
ました．白川先生との事は “セレンディピティー”と
“好機を逃さない大切さ”の 2つを交えてお話されまし
た．白川先生が記されたものがあります．（白川英樹,
Electrochemistry, 71 (2003) 586）．
また幾度となく，年始に自宅にお招きいただきまし
た．奥様にも迎え入れていただき，身に余るご厚意で
した．お忙しいにもかかわらず，ゆっくりとお話を聞
かせていただきました．部屋には様々な海外の土産品
が飾られておりました．一方，先生ご自身の功績に関
わる物は，一切飾られてありませんでした．お尋ねす
ると，「あまり好きじゃ・・・・・・」と一言．非常に
印象深く，記憶に残っております．田畑先生にお目に
かかり，ご指導を賜る度に，常に研究を前に進めるた
めのエネルギーを戴きました．全てが筆舌に尽くし難
いものとなりました．これまでに頂戴したご指導・ご
鞭撻・ご厚意に心より感謝申し上げます．

写真 . 勝村研究室の実験室にて（左
から鈴木秀人氏，勝村庸介先生，田畑
米穂先生，筆者）．

(元株式会社レイテック 池田重利)
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In Memory of Professor Yoneho TABATA

I met Professor Tabata for the first time in the early
70’s when he visited his friend Professor Michel Magat,
the head of the Laboratoire de Physico-Chimie des Ray-
onnements at Université Paris-Sud, Orsay, France. Prof.
M. Magat was one of the pioneers in the radiation-induced
polymerization and invented with Adolphe Chapiro and
Jeanne Danon the radiation-induced grafting, whereas by-
then Assoc. Prof. Y. Tabata was an expert in the radioly-
sis of polymers. Using the pulse radiolysis facility based
on a nanosecond electron accelerator Febetron 706, de-
veloped by Pierre Cordier and Jacques Delaire, we de-
veloped the study of polar solvents which was presented
in particular by M. Magat at the Discussions of the Fara-
day Society (Leicester 1977). Alas, Michel Magat passed
away in April 1978. I was invited to attend the Interna-
tional Congress of Radiation Research organized at Tokyo
in 1979 by Professor Tabata and his colleagues. I remem-
ber their warm hospitality, and my new contacts with the
Japanese radiation chemists community during this first
visit in Japan.

In 1982, I was pleased to receive from Professor Tabata
an invitation to attend the International Symposium on
Fast Processes in Radiation Chemistry he organized for
the inauguration of the Picosecond pulse radiolysis facil-
ity, based on a 35 MeV Linac, that he installed with his
team in Tokai-Mura. I was naturally impressed by the per-
spectives opened by this ultra-short time-resolution facility
which was the first in Asia and only the third in the world.
When Professor Tabata asked me which kind of experi-
ments I could imagine with this instrument, I had not too
long to describe some questions we just had with Jean-
Louis Marignier on the early ionization of sulfide com-
pounds... Professor Tabata immediately offered me to col-
laborate on the subject with the Linac and introduced to
me one of his researchers, the young Assoc. Prof. Yosuke
Katsumura, with whom I would carry on the research.
We soon started to discuss the feasibility of the project,
and Professor Tabata obtained for me an invitation for one
month by the JSPS to achieve this research work.

The month of February that I spent in 1983 at Tokai-
Mura was very fruitful [J. Belloni, J.-L. Marignier, Y. Kat-

Photo 1. Around the table anticlock-
wise: Prof. Y. Tabata, Prof. M. Uesaka,
Prof. M. Washio, Dr. M. Domae, Prof. G.
Wu, Dr. J. P. Mittal, Dr. J. Belloni, and
Prof. Y. Katsumura (1997, Tokyo).

Photo 2. Left to right: Prof. Y. Kat-
sumura, Dr. J. Belloni, Prof. Y. Hama,
and Prof. Y. Tabata at the Miller Confer-
ence (1991, Giens, France).

sumura, Y. Tabata, J. Phys. Chem., 90 (1986) 4014]. I ap-
preciated the efficiency of the team supervised by Prof. Y.
Katsumura to exploit the machine-time and of the engi-
neers to support our work. But, certainly, the most impor-
tant support was the steady encouragement of Professor Y.
Tabata who was informed of our results and who, despite
his heavy tasks, discussed long with us of the results at
each of his weekly visits to Tokai-Mura. Also, Professor
Tabata introduced me to the scientific ‘Clubs’ of scientists,
academic or in R&D, where I presented my recent results
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on the radiation-induced nanoclusters and on their appli-
cations.

From that time, I had many opportunities to attend con-
ferences and to deliver lectures for students in Japan and
to visit naturally each time the Nuclear Engineering Re-
search Laboratory at the University of Tokyo. Often,
my colleagues organized friendly meetings with Professor
Tabata, also in restaurants with delicious Japanese food
(Photo 1)... I remember that Professor Tabata also ac-
cepted my invitation at the Miller Conference I organized
in 1991 at the Giens peninsula on the French Côte d’Azur
(Photo 2), and he was the head of an important Japanese
delegation.

French radiation chemists had at that time the project
to develop also in France, as in United States and Japan,

a picosecond pulse radiolysis facility (ELYSE) that I had
to pilot. During this long process, the information from
both sides were very precious for us. Later we published
together a detailed chapter on these equipments [J. Bel-
loni, R. A. Crowell, Y. Katsumura, M. Z. Lin, J.-L. Marig-
nier, M. Mostafavi, Y. Muroya, A. Saeki, S. Tagawa, Y.
Yoshida, V. De Waele, J. F. Wishart, Ultra-fast Pulse Radi-
olysis Methods, in Recent Trends in Radiation Chemistry,
J. F. Wishart, B. S. M. Rao (Eds.), World Scientific, Ch. V
(2010), pp. 121–160].

We are indebted to Professor Yoneho Tabata for induc-
ing a long friendship with our Japanese colleagues and a
still alive French-Japanese collaboration between our lab-
oratories.

(Université Paris-Saclay Jacqueline Belloni)
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John M. Warman先生と私

現在，Radiation Chemistryを生業とする研究者でし
たら，Dr. John M. Warman，彼の名前は皆さんご存じ
のことと思います．“放射線化学”誌に，私にとっての
Warman先生思い出を少しでも残しておきたい，そん
な風に思ってこの文章を書き始めています．一般的な
追悼文でしたなら，先生の業績を詳らかに記していく
というのが通例なのでしょうが，やはり私にとっては
自分自身の研究者としての道に，また科学そのものに
対する考え方の形成に，とても大きなメッセージを与
えてくれた先生，そんな風に考えていますので，あえ
て先生の教えに従い，ここでも「いつもと違う」文章
を綴ってみたいと思います．

Warman先生の展開するマイクロ波誘電損失分光法
に惹かれて，Delft 工科大学の Warman 研究室の門を
たたいたのは，21世紀が明けてすぐ，2001年の 1月
初めのことでした．それまで，むろんWarman先生が
発表されてきた数々のNature誌をはじめとする論文 1)

は度々目にすることがあったものの，ぼく自身は一
切面識がなく，文部省在外派遣研究員としての訪問で
した．Delft工科大学といえば，Jacobus Henricus van ’t
Hoffがぼくにはすぐに思い浮かびますが，現在学生た
ちに物理化学を教えるものとなった今も，物質の相図
に関する講義をするたびに当時の記憶が思い起こされ
ます．

1月のオランダはとても陽が短く，お昼に空港に降
り立ってもあっという間に周囲は闇の中に沈んでい
きます．空港では文化人類学者でもある奥様とお会い
し，Delft の町までのしばしの列車の旅の中で，楽し
くお話しさせていただきながらも冬の北ヨーロッパを
実感していました．Warman研究室での日々は，ぼく
自身，今でも本当に充実した日々であったとの記憶し
かありません．Warman先生は私の滞在中ずっと研究
室におられ，かなりの時間，そもそも物理化学はなん
で面白いか，から当時Warman研究室で私が行ってい
た伝導性高分子のマイクロ波誘電損失分光法による単
一分子鎖の特性評価に至るまで，いろんな話し相手に
なってくださいました．ちょっとだけ，そのやり取り
を思い出す限りここに記しましょう．

Warman先生：“Shu，物理化学の世界でいろんなも
のを測るだろう？ なにか測定するときに，大事なこ
とってなんだと思う？ ”

この先生の問いかけは，いまの僕が，私の研究室の学
生たちに繰り返し伝えている次のWarman先生のメッ
セージで締めくくられました．
Warman先生：“Shu，いろいろなものを調べていくう
えで，Quantitativeと Qualitativeな評価があるだろう？
物理化学は Quantitativeな考え方で進んできたことを
忘れてはダメだよ．“Better”とか “Higher”とか表現す
ることに意味はあまりないんだ．二つの数値を比べれ
ばそんなことはすぐにわかるんだからね．Qualitative
はそうしなければ間に合わない！ って時にだけ選ぶ
べきなんだ．”
そのあと数週間して，私がとある夕方研究室で Van

de Graaff加速器を運転つつ benzene中で polysilane上
の正孔移動度を測定しているときに，Warman先生は
ぶらりとやってきて，
Warman先生：“Shu，teaはどうかね？ ”
ぼくはすっかり英国人のWarman先生がお茶を忘れて
はいけないよ，とおっしゃっておられるのだと勘違い
し，“先生，お茶の時間にしましょうか？ ”と答えてし
まったのでした．Triethylamine（TEA）で捕捉実験を
しなさいな，という高度なジョークがわからずに・・・
そんなやり取りのあとで，すかさずその場に腰かけて
話が始まり，
Warman先生：“Shu，光化学と放射線化学，決定的な
違いは何だと思う？ どっちが君にとって面白い？ ”
こういう問いを投げかけられたとここに記せば，話の
行先は皆さんすぐにお気づきでしょう，ぼく自身，放
射線化学誌をはじめここかしこに，この問いの結果を
書いていますから．そう，Warman先生はこう続けら
れたのです．
Warman先生：“Shu，放射線化学にはG-valueがあるだ
ろう？ この値は，一番普遍的な量でもあるエネルギー
をもとにして，直接 Quantitativeな議論ができるんだ
よ．では，量子効率 Φはどうかな？ 物質の遷移双極
子モーメントから，エネルギー散逸構造を介して，現
象ごとにたくさんの Parameterを求めて導かなければ
いけないだろう？ しかも分子ごとに違う．どっちが
Quantitativeで Universalなのか，考えてみればすぐに
分かるよね．”
いつぞや，Universal（普遍的）な研究がやはり科学者
にとって突き詰めていきたい対象なのだと本誌にも寄
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稿したことがあります．ぼくのものの見方，こうして
考えてみるとやっぱりかなり大きな部分がWarman先
生によってつくられているなぁとつくづく感じます．
最近，G-valueの起源について他の書籍に記す機会が
あり，改めて放射線化学の教科書を片っ端から調べて
みれば，Swallow先生の教科書に記載がありました 2)．

写真 . Warman 先生の自宅にて．奥
様・Matthijs P. de Haas博士ご夫妻とと
もに．

1943年頃，Manhattanプロジェクトの中で定量指標を
政府報告書に示すうえで，タイプライターの使用に

おいて一番ミスタイプの可能性が低い中央にある “G”
を使ったのだと，つまり特段の物理的な意味は無かっ
たのだと．F. S. Danintonによる Nature 誌の文献の引
用とともに確かにそう記載があるのを見つけました．
ふとした機会に生まれた G-valueの意味を，こんな風
に私にわたしに教え諭してくれたWarman先生の素敵
な考え，わたしの頭がボケるまで，繰り返し学生たち
に，後生に（息子たちも含めて：長男と次男は少しだ
けWarman先生と交錯していますし）伝えていこうと，
今改めておもっています．

1) J. M. Warman, M. P. de Haas, M. Grätzel, P. P. Infelta,
Nature, 310 (1984) 306; J. M. Warman, M. P. de Haas, M.
N. Paddon-Row, E. Cotsaris, N. S. Hush, H. Oevering, J.
W. Verhoeven, Nature, 320 (1986), 615; R. J. O. M. Hoof-
man, M. P. de Haas, L. D. A. Siebbeles, J. M. Warman,
Nature, 392 (1998) 54.
2) A. J. Swallow, Radiation Chemistry of Organic Com-
pound; Pergamon Press, Oxford, UK, 1960. 文字そのも
のに特段の意味は無かったとの F. S. Daninton (F. S.
Daninton, Nature, 160 (1947) 268)による言葉が引用さ
れている．

(京都大学大学院工学研究科分子工学専攻 関修平)
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