「真理 はかな らず役 に立 つ

和
理学部 にいた頃,こ の表題 の,高 橋秀俊先生 の
名言 をいろい ろな ところで言 った り書 いた りして
きた

(た

とえば理 学部広報 Vol.29,Ml(1988))。

!」

田

か?
日
召 允
(箱 様:匡 睦乳化ξЪ干
:先 琴
;)

区切 りを付 けなが ら連続 したサイクル として回 し

,

よ り良 い成果 へ とラセン階段 を上が っていけばい
いで はないか。純粋科学で立派 な業績 をあげ,代

もし停年後 もやは り大学 とい う,短 期 の業績評価

に及 んで研究者 を育 てなが ら,企 業 が満足す るよ

には甘 い ところに居続 けていた ら、 同 じ事 の言 い

うなきれ い な花 を次々 と咲 かせて行 く方策 もあろ

放 しで万事無事 に終 った筈 である。 ところが,幸

うとい うもので ある。 H.A=ロ ー レンツが オラ ン

か不幸 か今 い るところは,企 業 が困っている難問

グのゾイデル海の水利事業 を成功 させた例 だって

を解決す る ことを看板 にして い る財 団法人 の研究

! それには,い ま居 る研究所 は
ぴった りなので,後 は研究戦略 の問題 だ。 ここで
具体的にお話 したほ うが よい と思 うので,以 下細

所である。企業 は 役 に立 たせた い"こ とを当然
持ち込 んで くる。
ところが表題 の名言 は,何 年後 に役 に立つ とい
うことは明確 に言 っていない。
本 当 をい えば,

あるではないか

かい話 にな り,ま た手前味噌 となる ことをお許 し
願 いた い。

い ず れ は役 に立 つ"と して置

けば良かったのだが,そ れではパ ンチが効 かない
か らそうしなかったのが運の尽 きである。要求 は

企 業 か ら持 ち込 まれた課題 は,す でに市販 され
ているアスパル テ ール とい う人 口甘味料 の工 業的

十年後 にな どとい う悠長 な ものではな く,本 音 を

な合成 に使われ ている酸素,サ ーモライ シンの改

いわせれば,来 週 にで もと来 そうである。 その代

良 である。改良すべ き点 は,酸 素活性の上昇 ,至

わ り,必 要 とす る経費 や装置 は明 日にで も手 に入

適 pHの シフ ト,熱安定性 の上昇 ,お よび反応 特

りそうである。 科研費 な ど国が 出す研究費 とは大

異性 の改変である。聞 くところによると,千 トン

違 いで,本 当 は足 して二 で害1り た い感 じだ。諺 に

規模 のプラン トが稼働 してお り,反 応時間 が数分

「月 を思 うものは花 を育 て,年 を思 うものは樹 を

の一 にで もなればン億 円 とい う ことらしい。企業

育 て,代 を思 うものは人 を育 てる」 とあるが,代

の力 も入 ろうとい うものであるが, こち らの力 は

を思 っていた ところか らい きな り花 にきて しまっ

お金だけでは出て こない。我 々の研究意欲 は,新

たのだか ら面食 らうわけである。 ここで下手 をす

しいコンセ プ トに基礎 をお いて構築 した独倉」
的な

れば「理 学部 の連 中 はキ レイ事 は言 うが実際 には

研究 シナ リオを実行 で きることで始 めて湧 いて来

なにもで きない」 とい うことにな り,高 橋先生 や

る。 また,そ の成果が新 しい 自然法則 の解明 につ

理学部 に大変 なご迷惑 をか ける ことにな りかねな

なが り,そ れ によって他 の研究 の基礎 となるもの

い, と悩 んだわけで あ るが, ここで,チ ョッ ト待

でない と食欲 をそそらない。そ こで産・ 学両者 が

てよと考 えた。

等 しく元気 を出すために,以 下 の ような理 学的な

,

花 だつて月 の単位で い きな りな くなって しまう

ス トラテジー を立てた。

わけで はない。子孫 を残 し次々 と改良 されなが ら

まず この問題 は,酵 素活性 の本質 が判 らなけれ

代 に及 ぶわけで ある, と,こ う考 えるのが生物物

ば解けない。それは,酵 素 の分子構造〜分子物性〜

理 を勉強 した強 みである。研究 だって月 の単位 で

生物活性 の相関 を明 らかにす ることである。 これ
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らをつな ぐものは,生 体高分子物 理学の諸法則 で

の技術 をわれわれは持 って い ない。 た とえ持 って

あ り,研 究内容 は理学部物理学教室時代 に掲 げて

いた として も,物 性 と生物活性評価 に使 えるほど

いた看板 と同 じだ。事実 ,物 理教室の年次報告の

の量 を次々 と合成す る設備 はない。 この問題 は

生物物理 の冒頭 に私 は われわれの興味 は,生 命

幸 い,我 々が委託 を受 けた企業 の遺 伝子 工学 の強

現象の中 にある物理法則 による東縛 と,生 命維持
による要請か らくる東縛 との複雑 な絡 み合 い をほ

力な部隊 が協力 して くれる事 になって解決 された
:近 未来 の利益 に直接結 び付 くか らである。あ と

ぐしなが ら,生 物 が生きるために分子物性 ひ いて

残 るのは,合 成 された変異体 の,迅 速 で多次元的
かつ定量的で精密 な評価だが,こ れは,コ ンピュー

,

,

は物 理法貝Jを どの様 にうま く利用 して いるかを見

ター とロボテイクスを駆使 した多情報収集 の精密

て行 くことで ある。「 自然 の生物設詳原理」 の解
明 を目指 して い る とい う ことで あ る。"と いつ も

,そ の結果 を分子生物物理学的 に整理 して
デー ターベ ースを構築す ることで,我 々のお家藝

計演1と

書 いて きた し,我 々の実力 は世界最高水準 にある
と信 じて い る。幸 い,相 模 中央化学研究所 には
物理教室での最後 の研 究 室 メ ンバーの一部 が移 つ

だか ら問題 ない。 ここで上 記 の酵素工 学 のサイク

てお り,戦 力 は温存 されて いる

が確立 した。一 方,純 粋 理学研 究 の部分 をいち早

,

(も

ル を,研 究者 と技術 者 が協力 して順 調 に回す基礎

っ とも、 これ

が言 い訳 の効 かな い辛 い ところで もあるが)。 そ

く学会発表することも企業 との間で了解が得 られ

こで,こ の問題 に真正面か ら挑戦す るために,充

ここに純粋・ 応用の両輪 が うま く回 り始 めたわ け

分 な 自信 を持 って次 の大看板 を掲 げた。 曰 く

である。

「蛋 白質工 学 の基盤技術 の開発」。

現在 ,前 記 の蛋 白質工 学 のサイクルは 5回 回転
し,ア ミノ酸 が置換 された百 に近 い数の変異体 が

,

,

では,蛋 白質工学 が工 学 であるための基本条件

得 られて いる。 サイクル毎 に精密計測 の結果 が蓄
積 される一方,理 論計算 によって静電ポ ンテ ンシャ

は作
丁か ?
それは,デ ザイ ン→合成 →物性評価 →生物活性評
価 → そしてデザイ ンとい うサイクル をスムーズに

ル,分 子の内部 自由度等 の精密 な分布図 が描 け,

回 し,目 的 とする機能 を開発 して行 くことで ある。
ここで,デ ザイ ンは数値 に基づ いた ものでなけれ

分子物性 の予測が され た。 これ らの実験 と理論の
比較 によって,モ デルの修 正 と新 しいデザイ ン方

ばな らない。 よく行われて い るように,高 価 な分

針 が立て られ次 々 とサイクルが回つて きた。
それ によって,酵 素活性 と至適 pHは ,一 応初

子 グラフィックスの装置 や ソフ トを持 ちなが ら
画面 を見た後 は全 部人間 感 "ピ ユー ター とい う

期 の 目的 を達す るまでに大幅 に改善 された。 そし

のは,全 く無駄 とはいわないが,エ ンジエ ア リン
グにはな らず、成果向上 のラセ ン階段 を上が る こ

て何 よ りも,酸 素 の分子生物物理的本質 ,つ まり
自然 が物 理法則 を有効 に使 うための設計指針が シ

とが 出来 ない。 なぜか とい うと,前 記 の 1サ イク

ステマ ティックに判 って来 たのである。 いまや私

ル の結果 を次のデザイ ンに生かすために必要不可

は「真理は必ず役 に立つ」という確信 を深めてい る。
最近 ,基 礎研究 の振興が大声で叫ばれ てい る。

,

欠なデー タベ ースが 出来 な いか らである。 また
デザイ ンが説明不能 な感 に頼 って い るとい うので
,

しか し,基 礎研究 の内容 の検討 もな く,ス レ違 い

は,合 成 と評価 グループの信頼 を獲 得す る ことが

の議論 に終始す ることが多 い。 というのは,企 業

難 し く,チ ームメイ トである彼 らに元気 を出 して

のいわれ る基礎 は応用の基礎であって,自 然の諸

もらえな い。

現象 の観測 ,一 般法則 の解明 な どの理 学部的 な基

らい う と,合 成 が律速段階 とな りそうだった。酵

礎 で はないか らである。 さらに問題 と思われ るの
は,戦 時中 に大和魂 が大事 だ といわれて いた と丁

素の持 つ ア ミノ酸 を次々 と変 えて行 く遺伝子工学

度同 じレベルの議論 が結構 ある ことだ。 この様 な

ここで,上 記 サイクルの1貝 調 な回転 とい う点 か
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●

精神論 は論外 として も,基 礎 と応用 とい う分類 は
相対的 な分 け方であ り,理 学 の重 要性 を説 くため

害 でさえある。
基礎 。応用の分類では知識 の流れが一 方向 と理

のキー ワー ドとしては適当でない と私 は思 ってい

解 されがちであ り,わ が 国 の研究 が諸外国 に非難

る。 どうして も使 うのな ら,上 田良二先生 (名 古
屋大学名誉教授 )の 言われ るように,応 用研究 に

され るの もぞのためではないだろうか。一 方,帰
納 。演繹 の分類 では,流 れ は両方向 で あ り,理 学

対 しては純粋研究 が あ り,そ のそれぞれに基礎研

研究 の本質 を表 している。我 々が基本 に据 えた前

究 か ら末槍研究 まであるとすべ きだろう。しか し

私 はや は り,自 然科学の研究の基礎構造 で ある帰

記 の蛋 白質工 学 のサイクルは,帰 納・ 演繹 のサイ
クルに他 な らず,基 礎 。応用のサイクルで ない こ

納的研究 と演繹的研究のふた つ を基準 とし,あ る

と,そ して,上 記の我々の研究 は純粋・ 応用合体

研究が これ らの軸上 の どの辺 りにあるか を位 置 づ

研究 であることをここで主張 してお きた い。

,

けた うえで (理学部 における研究 はこの軸上 に広

以上私が報告 したい ことをま とめる と,「 真理

く分布 して い るのが特徴 である),研 究 が 及 ぼす

は必 ず役 に立つJ,た だ し「す ぐに役立 たせ るた

影響の違 いに よって純粋 /応 用 を分 け,ど れだ け

めには,純 粋・ 応用両者の相互理解 と協力が必要」

多 くの関連研究の基盤 になるかで基礎 か末槍 か を

とい うことで ある。 さらに帰納・ 演繹のサイクル

決 めるべ きだ と思 う。 つ まり,自 然 を観察 し,整

を意 識 して構築 したために,「 役 に立 たせ る程度

理 し,一 般法則 を見 いだ して行 く方向 と,一 般法

で さ らに真理 が見 えて くる」 ことも実感 された。

則か ら個々の命題 を明 らかにして行 く方向の二つ

理学部 の皆 さんが求めている真理 を基礎 として

を基本構造 と考 える。かって,基 礎研究 と応用研

た まには世俗的な夢 も見 るときの何 かの御参考 に

究 は峻別すべ きであると言 ったお役人 にあって

なれば と 筆 を取 つた次第である。

,

,

仰天 した覚 えがあるが,そ の程度 の理解 で 日本 の

Life is the art of drawing sufficiel■ tconclusions

科学技術 を論 じられたのではた まらない。科学研

from insufficient prenlises"

究の微細構造の論議な しにその振興 を説 くのは有
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Samuel Butler

Note book"

