
プリンストン回顧 
時間がたつのが早くて、プリンストンに⾏行行ったのはもう⼀一年年前のことになってしまった。だけ

ど、あの２ヶ⽉月弱の旅は⾊色褪せなく鮮明に私の頭の中に刻まれている。 
私というのは鈍感な⼈人で、物理理が好きだといっても、⽇日々⾃自分が勉勉強していること以外、この

業界で何が起こっているかさっぱりわからなかった。プリンストンといわれても、アインシュタ
インとかオッペンハイマーとかの⼤大昔の⼤大物理理学者とつながっているなというぼんやりしたイメー
ジしかなかった。ちょうどあの頃は院試だったから、その直後に⾃自分の指導教官の松尾先⽣生に会
いに⾏行行ったら、「プリンストンはトップクラスだよ、⽇日本より遥かに強い」と⾔言われた。私の専
⾨門分野は弦理理論なので、当然彼はこの分野についてこう評価している。その後いろいろプリンス
トンにいる有名な物理理学者の名前を列列挙され、私は当時⼀一⼈人もその名を⽿耳にしたことがなかった。

ごろごろしていたうちに出発の前⽇日になってしまった。図書館から借りてきた本を返却しに⾏行行っ
たら、同級⽣生のかなと君に出会した。出発⽇日が明⽇日だと知ったら、彼はなんと⾃自分よりも興奮に
なってしまい、いろいろ彼が聞いたプリンストンにまつわる逸話などを教えてくれた。それに私
が100ドルの現⾦金金しか持って⾏行行かないことを⾔言うとかなりびっくりしてくれた。「カード社会で
しょう」と私が主張したが、かなと君は依然としてそれだけで⾜足りるかなという半信半疑の顔を
していた。という訳で、そういうぼんやりした感じでこの後で振返って⾒見見るととてもわくわくさ
せた旅に⽴立ったのであった。 
出発の前⽇日の夜にホストマザーのEmiliaとSkypeでしばらくビデオチャットしておいた。彼⼥女女

は髪の⽑毛が真っ⽩白でとても優しそうな⼈人だった。チャットが始まる前に”paint”してたと教えてく
れたので、 初画家だと思い込んでしまった。荷物はそんなになくてEmiliaに空港まで迎えに来て
もらうことにした。 
私も⼀一緒に旅する⼤大⾥里里君も初めての海海外旅⾏行行ではないので、興奮とかがそれほどはなく、⾶飛⾏行行

機に搭乗したら、すぐ頑張って寝ることにした。本当にどれぐらい眠っていたかわからないけれ
ど、断⽚片的にしか寝ていなくて⼤大半の時間は映画を⾒見見たり、本を読んだりしていた。機内では空
調が案の定効きすぎぐらいに寒くて、プリンストンも寒いだろうと思って多めに服を着ていたが、
降りたら意外と暑かった。⼊入国⼿手続きを待っていた⾏行行列列はとても⻑⾧長くて、周りに韓国のパスポー
トを⼿手に持っていた⼈人々、中国語で会話していたグループ、そしてヨーロピアン⾵風の⻄西洋⼈人たち
でいっぱい、とても騒がしかった。セキュリティーやどの⼈人をどの窓⼝口に割り当てるかを兼担し
ていた黒⼈人の男性は隣の⼥女女性係員とflirtしながらとてもだるく働いていた。ニューワークの空港は
⽇日本と違っていて、税関も⼊入国審査も⼀一緒だったので、私は 初はそれがわからなかった。審査
員はもともと機嫌が悪かっただろうが、私がすぐに税関申請書を提出しなかったことに対して、
あんた機内で書いてなかったかよと怒怒った。 
やっと荷物を受け取って外に出たら、Nick & Kenのサインを持って私たちを待っていたEmilia

がいた。⾞車車に乗ってから、私はつい興奮状態に陥って、いろいろと彼⼥女女としゃべった。今になっ
てもう内容は何も覚えていないけど、たぶん⼤大したことも⾔言ってなかった。2時間ぐらいも⾞車車で
⾛走っていたら、静かできれいな⼩小さな町、プリンストンに着いた。正直、これほどきれいな町だ
とは思わなかった。しかし、さすがに時差が効いてきて、なぜかはっきり覚えているが、3時頃に
ベッドに倒れて寝てしまった。夕飯のときに起こしてもらって、ぼんやりと夕⻝⾷食をすましたら、
シャワーを浴びて、再び眠り込んだ。 
こちらのホストファミリーのことを紹介しておこう。お⽗父さんはChuckといって、あまりしゃ

べらない⽅方なのであるが、私たちに対してはいつも笑顔で実にやさしい⽅方である。彼はニューヨー
クで働いていて、建築家というか、建築業とかかわっていて、⾃自分の設計所をもっている。⾔言い
換えるとボスである。NYでもアパートを持っているらしくて、忙しい時にはNYに泊まり、平⽇日は
あまり帰ってこないそうだ。彼は週3⽇日（⾦金金、⼟土、⽇日）休むわけであるから、⾦金金曜⽇日にいつも私た



ちを朝に⼤大学へ送ってくださっていた。ある⽇日私はプリンストンに住んでいながらもニューヨー
クに通って仕事しているなんて⼤大変じゃないですかと尋ねたら、「仕⽅方ないよ。ニューヨークで
はプリンストンでの何倍もの収⼊入が得られるが、住居の環境はやはりプリンストンの⽅方が上だ。
家族のためならそうするしかない。」と。かっこいい！と当時の私はすごく感⼼心した。NYに泊ま
ればと提案したら、「娘も帰ってきたばかりだし、君たちも来たし、やっぱ顔を合わせた⽅方がい
いかと」とそのやさしい側⾯面を⾒見見せてくれた。Chuckは平⽇日には7時頃に駅に⾏行行ってNYに向かい、
帰って⻝⾷食事をするなら早ければ7時半とか遅ければ8時、9時とかもごく普通、そういう⽣生活を送っ
ている。Emiliaは主婦で私は 初に画家だと勘違いした。paintingの意味をああいうふうにとらえ
られてしまったことを知った後彼⼥女女はすごく笑った。実は窓の枠をペイントで塗っていた。主婦
といってもそこまで家族たちの⾯面倒をみているわけでもない。地元の⼩小学校でsubstitute teacher
を兼任し、何かあったらすぐ呼び出されてしまう可能性もある。彼らには⼆二⼈人の娘がいて、⻑⾧長⼥女女
はLucy、末⼥女女はSophieという。Lucyは⽗父親譲りのものすごく⾼高い身⻑⾧長で私よりは少なくとも
15cm⾼高い。イギリスで⼤大学を卒業して次の年年（これを書いている時はもう今年年）の4⽉月にインド
でのインターンを待ちながらプリンストンでウェートレス等のバイトで少し貯⾦金金をしていた。
Sophieは南の⽅方で⼤大学⽣生活を送っていたから、実際滞在中に⼀一度も会ったことがない。Emiliaの
話によるとLucyとは違って黒い髪の⽑毛で身⻑⾧長も私と同じぐらい。彼⼥女女に対しては次の年年に⾹香港で
インターンする予定と私が彼⼥女女の部屋を借りて寝ていたこと以外ほとんど何も印象がない。（何
度かみんなで⼀一緒にskypeしたことがあるはずなのに、顔すら覚えていない…）（なんとChloeを
紹介するのを忘れた）もう⼀一つの重要なファミリーメンバーは褐⾊色の雌⽝犬のChloeである。Emilia
の話によると⾼高⼆二の時に隣⼈人が飼っていた同じ種の⽝犬を⾒見見てSophieが⾮非常にほしがっていた。そ
こでEmiliaは来学期学校でよい成績がとれたら買ってあげるよと承諾してしまった。 初はそれで
終わりだと思ったが、Sophieがあの半年年間予想外に⼀一⽣生懸命勉勉強し、かなりいい成績をとってし
まった。それでやむを得ずにChloeを家族の⼀一員に⼊入れたということだった。Sophieも 初のうち
はものすごくChloeを可愛がっていたが、やがて熱意が冷めてEmiliaの⽝犬になってしまったという
予想内の事情へ発展。 
⼆二⽇日⽬目は精緻な朝⻝⾷食で始まった。意外と早く私は時差の疲労の中から抜け出せた（そのせいで

帰りもすぐ慣れるだろうと思って東京に戻ってからすぐ
暴暴れだしたが、すぐ⾵風邪で⼀一週間も休まねばならぬ事態
になってしまった）。朝⻝⾷食の後、⼤大学に⾏行行ってキャンパ
スを⾒見見学した。さすがに名⾨門かつ歴史的な⼤大学だけはあっ
て、建物はみな特徴的である。建築のスタイルとかには



詳しくないけど、とにかく東京の学校のそういう圧迫感とは違って、広くてすっきりする感じで
あった。結構歩いてアインシュタインがかつて住んでいたところに参った。かなり普通の屋敷で
別にアインシュタインが住んでいたよとかのサインもまったくなかった。今でも普通に住宅の機
能として利利⽤用されているわけであるから、地元の⼈人には知られているが、特にそういうふうな宣
伝とかは全然していない。散策しているうちにキャンパスを⾒見見学しに来た中国⼈人の団体に遭遇し
た。後ほどもいろんな場⾯面でいろんな中国⼈人に遭遇し、本当にこんな⼩小さな町でも中国⼈人があふ
れているという感じだった。キャンパス内にアートの作品、彫刻、特徴的な建物などが随所、こ
れらが⽇日本⼈人のアーティストの傑作だとか、これは中国⼈人の設計だとかというのも多かった。い
ろんな国から来た優れ者がいろんなところでこの国に⾃自分なりの貢献をしているなととても感⼼心
した。 
昼⻝⾷食は家に戻って⻝⾷食べた。というのもパンに加えて簡単なスープだった。どうもこちらの⼈人は

昼⻝⾷食はかなり適当に⻝⾷食べて夕⻝⾷食だけが⾮非常に重視されるような感じ。そこは少し不不慣れだった。
午後は必要なものを買いにスーパーに⾏行行き、ついでに町から離れたところでのアジアンスーパー
に夕飯の素材を買いに⾏行行った。Emiliaがアジアフードに興味を持ち始め、作ってみたいと⾔言った。
私はベトナムのフォーがおいしかったとか⾔言ってしまったゆえ、フォーの麺を買って帰って、チ
キンスープでよく出来上がった。 

3⽇日⽬目の9⽉月30⽇日から学校に通わねばならなくなった。朝から歓迎朝⻝⾷食パティーがあって、参加
⼈人数はそんなになかったが、朝⻝⾷食のメニューがかなり豊富だった。Edwin Turner先⽣生から歓迎の
⾔言葉をいただいた。80年年代にプリンストンの天⽂文学者と⽇日本の北北海海道の天⽂文学者が同時にかつ独
⽴立にある理理論を提唱したきっかけでプリンストンと⽇日本の共同研究が始まったというお話だった。
朝⻝⾷食会の後も延々なるオリエンテーションで、いろんな情報を提供してくれたが、ほとんどは役
⽴立たなかった。というのは、たった⼆二ヶ⽉月の短期交流プログラムでクラブなどの情報を提供して
くれてもそんな暇はないはずだろう。唯⼀一おもしろいのはアメリカ⼈人が互いにすれ違ったら、
How are you? の挨拶をするが、別に本当に聞いているわけではなく、ただの挨拶であり、答える
必要もない。How are you? とかで返答すればよい。 
昼は⾮非常に変梃なサラダみたいなものを⻝⾷食べた。 初はよくわからなかったし、英語もあまり

⾃自信なかったため、ほぼ⻝⾷食堂の係員の⾔言いなりになり、「こんぐらいで⾜足りないよ」と⾔言われて、
また何種類類の素材を注⽂文したら、結構⾼高くなってしまったし、盛りだくさんつめてもらってしまっ
たので、結局⻝⾷食べきれなかった。これも私の⼈人⽣生の中に、初めて主⻝⾷食（ライス、麺やパン）なし
で⻝⾷食べたお昼飯だったので、 初はなかなか受け⼊入れなかった。これをEmiliaに話したら、学校に
昼⻝⾷食を持って⾏行行くことになった。持って⾏行行くのは家で作った（多くはEmiliaに作ってもらったが、
⼀一度だけは私⾃自身が作ったこともある）サンドイッチ、前⽇日の⻝⾷食べ残しなど。けど、アメリカ⼈人
は昼ご飯を粗末に扱ってしまっているせいか、いつもお昼はなかなかもの⾜足りない感じがしてい
た。晩ご飯も結構遅いので、しばしば４時半に⻝⾷食堂に⾏行行ってピザでももう⼀一個注⽂文していた。当
然、家から持参するものがない⽇日もあるので、そういう時には⾃自分でどこかに⾏行行く。⼀一番よく⾏行行
くところはFrist⻝⾷食堂と町の中のsubwayだった。プリンストンはsubway以外ファーストフードの
チェン店がなく、みんなかなり健康的な⽣生活を
送っている。Emilia⼀一家でもそうで、野菜をたく
さん⻝⾷食べるが、⾁肉はあまり⻝⾷食べない。それで、
私は滞在の後期になって、狂うほどフライドチ
キン⻝⾷食べたくなり、東京に帰ったら真っ先に
KFCに⾶飛び込んだ。 
午後は指導教官と⾔言えるsupervisorのSpergel

教授に会いに⾏行行った。簡単な挨拶したぐらいで、
配られた論⽂文も全然読み終わっていなかったた



め、読み終わったらまた来てと⾔言われた。Spergel教授は天⽂文学科の学科⻑⾧長に当たる⼈人間で、世界
的に有名な物理理学者だと後ほど聞いた。 初の印象はボーズ頭で変なひげをしていて、体格も⼤大
きいため、おもしろい⼈人である。お話も上⼿手でユーモアで⾯面⽩白いという⾔言葉はふさわしいだろう。
その後は学⽣生証を作ってもらったりした。 
次の⽇日から普通の⽣生活に⼊入った。⼀一番ルーティン的な⾏行行事は朝10時半からの定例例会。この定例例

会が私を⼀一番感動させたところであった。朝に
分野を問わず全学科の⼈人が集まって、今⽇日arXiv
にアップされた論⽂文についての情報を分かち合
う。みんなからやる気満々な雰囲気が感じられ
て、とても感⼼心した。東⼤大ではなかなかこうい
う場⾯面に遭遇したことがない。 
もう⼀一つ定例例的なイベントは⽔水曜⽇日の昼（ラン
チのとき）に⾏行行われているゼミなーである。通
称wunch。院⽣生が⾃自分の知り合いの他の⼤大学の院
⽣生を呼んできて、講演をしてもらう。多くの教
授も参加しているので、質問とかもかなりにぎ
やかである。 
当時私はまだ学部⽣生だったので、院⽣生の⽣生活を
想像すらできなかった。はじめてこのような研
究っぽい⽣生活を味わって、興奮せずにはいられな

かった。 
いつからは忘れたが、 初はEmiliaに毎朝学校まで送ってもらっていたが、やはり⾃自分で登校

した⽅方が便便利利で⾃自由なので、⾃自転⾞車車登校に切り替えた。しかし⾞車車で⾏行行き来するのは簡単だったが、
⾃自転⾞車車にする途端にその⼤大変さがわかった。家から学校まで坂だらけだ。登校はまだよいのであ
るが、帰りは坂を上るばかりで、体⼒力力的にものすごく消耗される。 初の⽇日は⾏行行きは順調だった
から、帰りも⼤大丈夫だろうと思って、⼤大⾥里里君が早めに切り上げたのに対して、私はもう少し学校
にいたいと⾔言って、6時ぐらいまで学校にいた。帰った時はもうだいぶ暗くなって、周りがあんま
りはっきりわからなくなった。周囲の景⾊色に対する記憶に頼って分岐点で道を選んだが、 後の
⼀一個で誤ってしまった。それで⾃自転⾞車車を漕ぐほどなじみのないところへと進んだ。しかも周りに
は誰もいなかったし、携帯などの連絡⼿手段もなかった。不不安し出したが、それもどうしようもな
かった。間違っていた分岐点に戻り、別の⽅方に進んだが、なじみのある信号のところにたどり着
いたときはこれぞ合ってる！と感動したが、そこから⼤大きな坂を上ってEmilia⼀一家の家を探さねば
ならなかった。坂を上るのも⼤大変だったが、しかし⼀一番やばかったのはもう相当暗くて、どの家
がEmilia⼀一家のものかはっきり判断がつかないぐらいだった。とくに⾞車車で移動していた時にはそん
なに遠くないように思えたが、⾃自転⾞車車でかなり坂の上で進んだが着いていないのがおかしいと思っ
ていた。もう少し⾏行行っても着かなければ戻ってみると思ったところでEmiliaん家が⾒見見えた。⼊入って
みたらみんながすごく⼼心配していたそうであった。迷っていたことは内緒にした。もっと⼼心配し
てもらいたくはなかった。⼤大⾥里里君も⾃自転⾞車車の⽅方が疲れると⾔言い、もう⼀一⽇日試してみてやはりだめ
ならやめるということになった。私は実は⾃自転⾞車車で登校したがっていたのである。なぜかという
と、暇な時を利利⽤用してIASに遊びに⾏行行きたいのである。 

初の⽔水曜⽇日の午後にSpergel教授とまた会った。しかし、私の数式できちんとした説明ではな
い雰囲気的な説明はさすがに通らなかった。彼から⼀一冊基礎的な本を渡された。次回の⾯面会を次
の⽕火曜⽇日に決めたので、その間は頑張ってその本を理理解しようとしていた。 
⽔水曜⽇日のもう⼀一つの⼤大きなイベントは⼀一般相対論の授業がある。私たちは⼀一般相対論の授業を

東京で受けたことがあるから、それほど新しいことはないが、復復習をかねて英語の聞き取り練習



もできるから、暇な時に必ず授業に参加していた。天⽂文学科の授業とは⾔言え、意外に数学的な側
⾯面が重視され、簡潔かつ厳密な証明できれいにいろんな命題が証明されていくのもとても感⼼心だっ
た。授業はスライドでやっていたが、Blackboardというウェブサイトを通して、スライドを学⽣生
に配ったり、宿題を出したりするわけであった。宿題の量量がかなり多いから、しっかり基礎づけ
てもらっているという感じである。 
⽊木曜の午後に物理理学科の⽅方でコロキウムがほぼ毎週開催されているから、しょっちゅう聞きに

⾏行行ったりした。⾦金金曜⽇日のランチタイムにも重⼒力力、インフレーションなどに関連したトピックスに
ついてのセミナーがあって、果物を⻝⾷食べながら聞いていた。世界中のトップレベルな研究者が招
かれて、講演してもらうという感じなので、 先端な研究とはどんなものか毎⽇日のように新しい
情報がどんどん⼊入って、わくわくした⽇日々を過ごしていた。 

初の２週間の間、東⼤大から須藤先⽣生が学⽣生たちを率いてプリンストンに⾏行行ったので、⽇日本⼈人
がとんでもないほど多かった。⾦金金曜⽇日の午後4時半頃から天⽂文学科のほとんどの⼈人が集まって、
シェリーを飲みながら話を交わすという集会がある。須藤先⽣生はよっぽどこの集会を気に⼊入って
て、これこそプリンストンな感じなどと賞賛の⾔言葉を絶することがなかった。 
ちょうどあの週は歓迎の朝⻝⾷食会のときに知り合ったプリンストンで留留学している⼀一⼈人の⽇日本⼈人

が彼らの集会に招待してくれたので、シェリーを少し飲んで、パンも少し⼝口にしたら、あの会に
向かった。 
あれは⽇日本のことが好きな⼈人の同好会みたいなサークルの集会で、いろんな国からやってきた

⼈人が集まっている。⽇日本⼈人はわずか4⼈人ぐらいだった。そのうちなんとかの有名な村⼭山機構⻑⾧長の息
⼦子さんがいた。プリンストン⼤大学で数学を学んでいたようである。ここに来た多くの⽇日本⼈人留留学
⽣生は帰国⼦子⼥女女としてまず東⼤大に⼊入って、後にプリンストンに来たというわけである。なので、わ
りと東⼤大などの話題でもつながっていた。みんながよく⾔言うのは⼤大量量な宿題などで勉勉強が忙しい
とかここの⼤大学の学⽣生はまじめだとか、私も少しは共感している。⽇日本からやってきた⼈人は彼ら
にとって久々だろうか、⼀一緒に麻雀しようと提案された。私はできないから、３⼈人麻雀を⼀一晩⾒見見
ていた。 
週末のときに⼤大⾥里里君は須藤先⽣生と彼の副スーパーバイザーの富⽥田さんに連れられ、ニューヨー

クに遊びにいった。私はまだSpergel先⽣生からもらった本を全然読み終わっていなかったため、家
にこもっていた。⼤大⾥里里君は不不幸にも財布がすられてしまって、⼤大変だったそうだ。 
次週の⽕火曜⽇日にまたSpergel先⽣生に会いに⾏行行った。少し質問をした後、パソコンで計算し教科書

の結果を確認してくれと⾔言われた。しかし、私はどうmathematicaで頑張っても微妙に合わないと
ころがあった。⼤大⾥里里君の副スーパーバイザーの富⽥田さんが私に何か困ったことがないかとちょう
どその時期に聞いてくれたから、助け⼈人がやはりほしいのだと頼んだ。そこで杉⼭山さんを紹介し
てくださった。杉⼭山さんは英語が少し苦⼿手な感じもするが、物理理的には上出来ていて、しかも⾮非
常に丁寧かつ熱⼼心に指導してくださった。後ほど⼤大きなお世話になった。 
⽕火曜⽇日の昼はこの前の⾦金金曜⽇日の⽇日本⽂文化同好会の栗栗脇さんの招待を受けて、彼らが加⼊入したク

ラブで昼⻝⾷食を⼀一緒にした。クラブというのは⻝⾷食堂的な存在である。毎年年⼀一定額のお⾦金金を⽀支払えば、
⽉月3、4回友達を連れ込んで⼀一緒に⻝⾷食事することもできる。メニューはとても豊富で⻝⾷食べ放題であ
る。年年40万円ぐらいで⼀一⽇日3⻝⾷食⻝⾷食べられるのは私がいつも通っていたFrist⻝⾷食堂や院⽣生⻝⾷食堂あるいは
外⻝⾷食よりも安くて質が良い。その秘密は卒業⽣生が⾦金金持ちになったら、多額の寄付をしてあげるか
らだと⾔言われている。 
プリンストンで留留学していた学部⽣生の多くは⽂文系の⼈人で、（たぶん帰国⼦子⼥女女であることと関係

していると思うが）われわれ理理系の学⽣生とは世界観もだいぶ違うような感じがしたが、彼らもと
ても努⼒力力している姿をみせていた。みんなは卒業したらUNで働きたいとかと⾔言った。私たちも頑
張って栗栗脇さんに⼀一般相対論の基礎的な概念を説明してあげた。 



その週に基本的な計算ができて、Spergel先⽣生に⾒見見せたところ良い感じだったので、Spergel先
⽣生は次週⾃自分がBerkleyに⾏行行くから、新しいモデルでの計算を全部再来週まで確認してくれと⾔言っ
た。私はだいぶリラックスな気分になった。 
プリンストンの学⽣生たちに誘われて、彼らのthunchというお昼の活動に参加した。ほぼ毎週あ

るこのイベントは学⽣生たちだけで運営されていて、毎週の⽊木曜⽇日にランチを⻝⾷食べながら、いろい
ろ有名⼈人を招待して、⾯面⽩白い話をしてくれるという企画である。私も忙しかったし、専⾨門外の英
語が完全に聞き取れていたわけでもないので、7週間ちょっとの滞在の間に2回しか参加しなかっ
た。１回⽬目はエジプトやイスラエルなどの中東の国でアメリカ⼤大使を努めていた⼈人を呼んだ。ア
メリカの中東政策について語っていたが、私は 初の⽅方はわかっていたが、聞き取るにはだいぶ

精⼒力力がいるので、30分ぐらい後から眠くなって、
残りの1時間はぼうとしていた。2回⽬目は⼯工学部の
学部⻑⾧長を呼んで、⽉月に⾏行行くプロジェクトの話、⽕火
星⼈人による地球侵⼊入という昔の偽りのニュースが
あって、多くの⼈人をだましたが、それを記念する
イベントが11⽉月の末にあり、いろいろ宣伝の話も
した。プリンストンの学⽣生たちは私たちに熱⼼心に
接してくれたが（クリスマスに合唱のイベントが
あって、誘ってくれたが、もう帰ることとなっ
た）、残念ながら⼀一⽅方私がやっていた研究と彼ら
のはかなりかけ離れていて、普段ほとんど交流が
なかった。 

さらに、私は10⽉月19⽇日にGRE subの試験を申し込んだから、しばらく研究を放っておいて、復復
習を取り込んだ。その間プリンストン⼤大学のLewis図書館に通っていた。この図書館は雰囲気的で
きれいである。試験の前に下⾒見見に⾏行行ったが、なぜかあの⽇日試験会場のプリンストン⾼高校の前は半
旗を掲げていた。 

21⽇日の⽉月曜⽇日にSpergel先⽣生に会って、計算結果を⾒見見せたら、だいぶ予想通りの結果が出たか
ら、さらにW. Huの有名な論⽂文が渡され、そこらへんの⽅方法を使ってわれわれのpower spectrum
への制限を与えることにした。 
この計算ができたのも杉⼭山さんの助けが⼤大いに効いたのである。実は 初私も杉⼭山さんもさほ

どわかっていなかったが、Peyton Hallの真ん中のラウンジっぽいところでしばらく議論と調べも
のをしたら、杉⼭山さんが理理解できて、私をも説得できた。 
本来前の週にみんなでPenziasとWilsonがCMBを発⾒見見するときに使っていた望遠鏡を⾒見見に⾏行行こ

うと富⽥田さんが提案したが、私が試験を受けることによって、⼀一週間遅らせてくれた。そしてこ
の週に須藤さんの学⽣生数⼈人そして名⼤大から来た藤井さんというM1の⼥女女性と富⽥田さんたちPD数⼈人と
⼀一緒に望遠鏡を⾒見見に⾏行行き、ついでにニューヨークに遊びに⾏行行った。 

ニューヨー
クは初めて
アメリカに
遊びにきた
ときにも来
たことがあ
るので、わ
くわくする
ことはもう
なかったが、



懐かしい感じは少しあった。望遠鏡はある無⼈人の敷地に置きっぱなしという感じだった。望遠鏡
⾃自体はわくわくさせる存在だったが、その廃棄された敷地内はあまり⾒見見所がなかったので、朝９
時ぐらいに出発したと思うが、11時すぎにもうニューヨークに着いた。プリンストンに⻑⾧長期滞在
の⽇日本⼈人たちはみんな⽇日本⻝⾷食が懐かしくて、ラーメン屋さん（⼀一⾵風堂）に連れて⾏行行かれた。ニュー
ヨークではラーメンはものすごく⾼高いし、替え⽟玉の⼀一回⽬目も別料料⾦金金なので、⼀一杯のラーメンがだ
いたい18ドルもかかってしまう。なので、東京から参ってきたばかりの私にとっては少しうんざ
りした感じだった。午後はMoMaとRock Topに⾏行行った。この前ニューヨークに来たときにはバス
の移動だったし、きれいな側⾯面しか⾒見見なかったが、この度ニューヨークのぼろい地下鉄を体験し
て、汚くて、乱雑な⾯面にも触れた。夜はニュージャージーに戻ってからFive Guysというチェン店
でハンバーガーを⻝⾷食べた。富⽥田さんが⽈曰くにはアメリカを感じさせるハンバーガーである。腹が
減ったことが効いていた可能性もあるが、⽣生まれてから⻝⾷食べた⼀一番うまいハンバーガーだった。
（セットで14ドルぐらい） 
ニューヨークに⾏行行ったのは⽇日曜⽇日で、⼟土曜⽇日にもEmilia, Chuck, LucyとChloeで⼤大学を散策し、

⼤大学の美術館に⾏行行った。⼤大学の美術館とは⾔言え、所蔵が誠に多かった。中国や⽇日本の古代の磁器器、
屏⾵風からモネなどの印象派まで実にすばらしかった。 
次の⽉月曜⽇日はまずSpergel教授に会い、計算できたよと報告したら、彼はかなり満⾜足的でそして

⽊木曜⽇日に吉⽥田先⽣生とSkypeする約束をした。 
あの週の⽕火曜⽇日にサオリさんと約束して、⼀一緒に⻝⾷食事をする予定だったが、結局彼⼥女女は忙しく

て現れなかった。サオリさんは東京から来たプリンストンでの留留学⽣生であるが、この後にまた登
場するからそのときに改めて紹介しよう。 
そして、ビッグイベント的に須藤さんがもう直に東京に帰るので、その前にプリンストンで⽂文

化差異異についての講演があった。須藤さんの講演の前半はとても⾯面⽩白かった。⽇日中韓⽶米４カ国の
間の⽂文化習慣を彼のこの何⼗十年年間の経験から具体例例を使って⽐比較した。講演の題は⽂文化は異異なる
けれどもサイエンスは同じだというので、後半はどうしても科学の話に戻らないといけなかった。
その話は感動的なものなはずだが、同じ話を３回ぐらい聞いたことがあったので、つまらなかっ
たと感じた。実は 初にその話を聞いたときに感動したあまりにいろんな⼈人にそれを⾔言い伝えた
こともある。 
その⽇日の夜に天⽂文関係のプリンストンにいた⽇日本から来たすべての⼈人で⼀一緒に⼤大学近くのイン

ド料料理理屋さんで⻝⾷食事をした。杉⼭山さんはなぜか遅刻したことだけ鮮明に覚えている。彼はすごい
頭の持ち主だと⾔言えるが、ちょっとルーズで⽣生活的な⾯面まで頭脳があまり回ってこないみたいな
感じもする。
須藤さんが帰る直前にまたプリンストンにいる東⼤大物理理と関わりのある⼈人全員を集めて、⼀一緒

に寿司屋に⾏行行った。⼀一⼈人30ドルでものすごくの量量とおいしさにびっくりした。私は⼤大⾥里里君と⼭山崎
さんに⽶米倉さんの隣に座っていた。⼭山崎さんも⽶米倉さんも弦理理論での先輩ですごくいい頭の持ち
主である。⽶米倉さんはあまりしゃべら
ないタイプに対して、⼭山崎さんはおしゃ
べりではあるが、学部⽣生の私にあまり
構ってくれないという感じ。なので、
こちらの4⼈人はだいぶ沈沈黙的な感じで、
須藤さんが退職⾦金金の話などをするのを
聞いていた。唯⼀一印象的な会話は⼭山崎
さんが 初にしゃべった2⽂文とも「すば
らしい」という単語を使ったので、吉
⽥田先⽣生や杉⼭山さんもこの単語を愛⽤用し
ているから、こちらの⼈人はみんな「す



ばらしい」が好きだなと⾔言い出したら、⼭山崎さんにすぐ突っ込まれて、「あんた、⼆二回の観測事
実で結論を出すの？」と。怖がって閉⼝口した。 
⽊木曜の朝に早めに学校に⾏行行ってSpergel先⽣生と⼀一緒に吉⽥田先⽣生とSkypeした。こちらから報告し

た後、吉⽥田先⽣生からMACHOについて考えたらどうだと提案された。その後MACHOの論⽂文を読
み、これを使って私たちのモデルへの制限の可能性を調べ始めた。 

MACHOのことはかなり⻑⾧長い間（⼆二週間ほど）を渡ってやっていた件だった。MACHOの実験を
理理解するのに⼀一週間をかかって、そこから初めて計算を始めたわけである。 
このところの時間順序がよくわからなくなったが、３つの⼤大事件があった。 

まず、あのあたりかなり暇だったので、
IAS（⾼高等研究所）に遊びに⾏行行った。⼤大学
から歩いて⾏行行くには30分強かかった。途
中の景⾊色がとてもよくて、すっかり歩く
疲れを忘れた。お城みたいな院⽣生の寮も
その途中の絶景だった。ちょうどハロー
ウィンの時期だったので、家の⼊入り⼝口の
ところにパンプキン関連の飾りが置いて
あったお家も多かった。IASはさらに絶景
で、緑がとても多い。たぶん難問に悩ま
されている時ここの森を散歩すると、ア
イデアがどんどん湧いてくるのではない
でしょうか。いつかこのところに来たい
なとふと思った。これは初めてIASに来た
のでもない。この前に富⽥田さんの⾞車車で須

藤さんや⼤大⾥里里君などと⼀一緒に2011年年にノーベル賞を受賞した⼀一⼈人がIASで講演をしてくれた。し
かし、当時は⾞車車で来たし、慌てて講演が終わったら⼤大学に戻っていたので、あまり研究所を味わ
えなかった。その後も⼀一回講演を聞きに⾏行行った。 
そしてハローウィンも⼤大きな騒ぎだった。私もそのあたり対称性と繰り込みに関する1-loopの

計算をしていたので、かなり夢中だったが、EmiliaとChuckはハローウィンのようなビッグイベン
トはアメリカでしか経験できないからぜひ外に出掛けてみてと強く誘ってくれたので、Lucyの⾞車車
に乗って、４⼈人で町に出た。町中に⼦子供がいて、trick or treatで騒いでいた。私たちがもっとも特
徴的な⼀一家に⼊入った。妻の誕⽣生⽇日がちょうどハローウィンなので、いつもこの⽇日に気合いを⼊入れ
て家中をきちんとハローウィン⾵風の飾り（スケルトン、カラス、蜘蛛の⽷糸など）で奇異異な雰囲気
に飾る。彼も私に話しかけてくれたが、こちらの⼈人はどうも中国のことについて上海海すら知らな
いほどだった。私もあまりEmilia⼀一家と⼤大学の⼈人以外の⼈人とうまく会話できる⾃自信がなかったの
で、慌てて彼と会話を終わらせたのだった。さらに霧で⾃自分のお家を恐怖的な雰囲気にするとこ
ろもあったりした。私は途中先に帰ったが、Emilia⼀一家は他の知⼈人の家に突⼊入して、⼀一緒に遅くま
でワインを飲んでいた。 
さらに、ニューヨークの知⼈人に誘われて、もう⼀一回ニューヨークに遊びに⾏行行った。今度は地下

鉄でマンハッタンから⼀一時間ぐらいをかかって、クィーンにある新しいチャイナタウンっぽいと
ころFlushingに⾏行行った。友⼈人を待っている間にある中国からのおばあさんに聞かれて、「法拉盛」
（中国語のFlushing）に⾏行行きたいけど、地下鉄OO番線ってどこ？私は当時さっぱりだった。その
地名すら聞いたことがなかった。結局友⼈人に同じところに連れて⾏行行かれた…夜は不不幸にも渋滞で
マンハッタンへのあるトンネルで動けなくなった。⼤大⾥里里君も私と⼀一緒にニューヨークに来たが、
駅に到着した後、別⾏行行動だった。私が渋滞ですぐ帰れない状況下で彼は先に帰った。結局プリン



ストンに戻ったのは11時頃で、⼤大⾥里里君はもう寝た。これをもって私はもう⼆二度とニューヨークに
⾏行行きたくないと宣⾔言し出した。 
もう⼀一度Spergel先⽣生に会ったら、MACHOについての⽅方針を与えてくれた。 
しかし、そのMACHOプロジェクトへの理理解は難航だった。Spergel先⽣生はいろいろ詳しく説明

してくれて、評価の仕⽅方までほとんど説明してくれたが、あの午後に迎えにきてくれるEmiliaを待
つ間の時間を利利⽤用して、dark matter haloの密度を評価してみたところ、なぜか過⼤大評価してし
まった。それで私はMACHOの源になりうるのだと結論づけ、その後私たちのモデルを使って
MACHOのイベント数などを⾒見見積もり始めた。どう頑張っても観測結果を再現できない中で、イン
フルエンザをかかって、倒れてしまった。⼤大⾥里里君はEmiliaに連れられて、フィラデルフィアに遊び
に⾏行行った。本来三⼈人で⾏行行く予定だったが、私はあまりにも体調が不不良で、それに少しMACHOの仕
事を進めようという考えもあって、アメリカはこれから来るチャンスも多いだろうと思って、家
に⼀一⽇日中籠っていた。結局病気も⼤大して直らなかったし、計算も進まなかった。仕⽅方なくSpergel
先⽣生に助けをお願いするメールを送った。 
次の⽇日にすぐ会ってくれたが、５分ほど私の報告を聞いたら、問題点を指摘してくれた。唖然

に陥った私は⾃自分の愚かさに完全圧倒された。その後彼のアドバイスで今までの仕事13⾴頁ほどの
レポートにまとめた。それが私の 後の⼆二週間のほとんどの仕事の内容を占めた。吉⽥田先⽣生もプ
リンストンに来て、少し報告と議論をした。 

11⽉月の後半に⼊入ってプリンストンもぎゅっと寒くなって、ほとんど外に出られなくなった。私
は予測不不⾜足でその寒さに対抗できるほどの服を持ってこなかった。それで暖かそうな服を急に⼿手
に⼊入れることが必要になった。記念品の購⼊入に兼ねて、⼤大学の売店に⾏行行って、プリンストン⼤大学
のLogo⼊入りの服やぬいぐるみを買った。インフルエンザの⽅方はすぐ直ったわけでもない。⻑⾧長々と
⿐鼻⽔水が⽌止まらないのを⾒見見て、Emiliaはやはり薬を飲んだ⽅方がいいかしらと提案した。しかし私は普
通の弾丸状の薬を呑めない（のどに⼊入らない）ため、ほとんど薬を飲んだこともなかった。それ
でEmiliaはわざわざ薬局に⾏行行って、液体の薬を買ってくれた。2、3⽇日飲んだらだいぶ調⼦子がよく
なって、しかも服が厚くなったから、⾃自分のじっとしていられない性格がまた暴暴れ出して、いろ
んなところへと散歩に出掛けた。にもかかわらず、やはり寒さが厳しかったので、ほとんど写真
もとらなかった。ただぼーとずっと歩いていた。いろんなセミナーにも⾏行行ったし、Emiliaに何軒も
のアイス屋さんで御馳⾛走していただいた。 後の２週間はほとんど観光的な滞在になってしまっ
た。
もうすぐThanksgivingというので、みんながお休み気分が満々になった。残念ながら、私たち

はその前に帰ってしまうから、Emiliaは私たちのために特別にもう⼀一回Thanksgivingを祝ってくれ
た。そこで兼ねてからずっと噂だったサオリさんが登場した。今回こそサオリさんを紹介しない
といけない。
彼⼥女女は東⼤大を出て、⽇日銀に就職し、⽇日銀に派遣され、プリンストンに留留学しに来たというわけ

である。プリンストン⼤大学は新しく来た語学能⼒力力がまだ⾜足りていない学⽣生に必ずホストファミリー
を付けて上げているから、ちょうどサ
オリさんのホストファミリーもEmilia
⼀一家である。しかし、彼⼥女女はとても忙
しかったので、今回はEmiliaとも⼆二回
⽬目の対⾯面であった（前回も軽くコーヒー
を⼀一杯飲んだだけ）。サオリさん⽈曰く、
こちらでの⼀一番印象的な側⾯面はみんな
がとてもhardworkingで、⽇日本とはだ
いぶ違う雰囲気で、それでかなり⼤大変
だ。私も少しそういう⾯面を感じていた



が、東⼤大での私の同級⽣生たちもかなり頑張っているので、はっきりどちらがもっとhardworkingと
は結論づけない気がする。当然来たばかりで⾔言語も問題だし、宿題も⾃自在に対応できないだろう
から、その⼤大変さがかなり増されるだろう。Emiliaがいつも⾔言うのは彼⼥女女が頑張り過ぎで、彼⽒氏を
作る暇さえないなんて、よくないよと。
あの夜はターキーを⻝⾷食べ、お祭り雰囲気の下で各国の⽂文化（特に算数のやり⽅方）を⽐比較したり

した。
その後も2回もサオリさんと⻝⾷食事をした。⼀一回はプリンストン⼤大学のもう２⼈人の理理系の⽇日本⼈人

留留学⽣生と、もう⼀一回はサオリさんの⽂文系の（⽇日本語を勉勉強している⼈人たちや⽇日本⼈人留留学⽣生の）知
り合いとの⻝⾷食事だった。

後の週はほぼ毎⽇日外で誰かと⻝⾷食事をしていたので、Emilia⼀一家と合うチャンスも少なくなっ
た。でもその前の週末は⼀一家で⾼高級レストランに⾏行行き、午後はアメリカンフットボールを⾒見見に⾏行行っ
た。私は試合にかなり興奮した（プリンストンが完勝し、Ivy leagueを制覇した）。

後の⾦金金曜⽇日の朝、Emiliaは次⼥女女Sophieを迎えに⾏行行くためにいなくなり、私が昼飯のサンド
イッチを作った。
そして 後の晩飯は富⽥田さんたちと⾼高級なレス
トラン（ビーフステーキが有名）に⾏行行ったが、
私はドルの現⾦金金を使い切ったので、富⽥田さんに
やむを得ず⽇日本円で払った。レストランのウェー
トレスに⽇日本円が⾒見見られて、そんな⾦金金はいただ
かないと⾔言われた。
いよいよお別れの時間になった。次の朝、まだ
完全に起きていないLucyとChuckが私たちを⾒見見
送り、惜別のhugの後、富⽥田さんの⾞車車に乗っ
て、Newarkの空港に向かった。途中に研究者に
なるためのアドバイスを求むなど。


