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アメリカでの研究所生活

生体工学研究の現状一

含　田 周　平

1．はじめに

　近年，海外渡航者とくにアメリカにしばらく滞血する

研究者が多く，私が，ガラにもなく，こと新しく書くこ

ともないわけであるが，まったくの駈けだし研究員とし

て，私がしばらく滞在した，ワシントンD．C郊外の

Natienal　Biomedical　Research　FoundatioI1（NBR）を中

心にしてみた医学と生還学の工4的研究一般および生活

一股にっいて述べてみよう．したがって，表題の“アメ

リカでの．・．．・・”という見出し1ま，話をたいへん極限した

アメリカで．あくまでも，私の属した研究所，ワシント

ン郊外，または以前，学．上として滞在したカリフォルニ

ア州バークレー市や，友人たちの話を多少おりまぜると

いう程度で，あくまでも，私のみた，主観的なアメリカ

の一片であるということを，まずお断わりしておくこと

にしよう．

2．研究所のおい立ち

　L！t「本に関する工学的な研究が，新しい分野であること

から，この研究所も創立以来，5年ほどの新しい研究所

でちる所長のDr．　Ledleyは，ワシントンD．　Cにあ

るNational　Academy　of　SciellceのMedical　Science

Divisionの部長として，1957年以来，主として電子計

算機の医学と生理学への応用研究に従事してきた人で一

応の研究成果を得た1960年春に，国庫研究費をもとに

幾人かの研究員とともに独立し，いわば半官半民の研究

所を設立した．したがって，現在でも，研究所の運営は

あとに述べるような研究題目のもとに，アメリカ公衆衛

生院（Natioual　lnstitute　of　Health）を主とした国より

の研究助成金により，まかなわれている．ここで，研究

所創設の立役者となったDr．　Ledleyにっいて，　r一三紹

介すると，彼は．1926年6月；ユーヨーク生まれの，

ユダヤ系アメリカ人で，コロンビア大学大学院で，数学

と理論物理学を修め，同時に，ニューヨーク大学にて歯

学部を卒業，それぞれM．SとD．D．Sの学位を得たの

が1948，9年である．このような彼の学歴が示すよう

に，その後の研究活動も広範囲にわたりNational　Bu－

reau　of　Standards，　Johns　Hopkins　University等の

ComputerやOperation　Researchの研究に従事し，研

究所創立までGeorge　Washington　Universityの電気

工学科教授と，Nati。nal　Bureau　of　Standardsの1蒙学

コンサルタントをもかねていた．

写真1　Dr．　Led1ey（左から3人目〕による

　　　研究打合せ

　現在は、研究所の研究指導と運営にあたるかたわら

Johns　Hopkins　University医学部の講師として，ま・た

広範囲の学会活動など，連日大活躍である．Dr．　Ledley

の著名な研究はComputerを用いた医学における診断

理論に，Bayesの定理を導入したことで共同研究者の

Dr．　Lustedとともに，　Ledley・Lustedの理論として，有

名である．また，ComputerのHard　Ware，　SQft　Ware

とともに，っぎの3冊の本をMcGraw　Hillより出版し，

最近のこの方面の研究をリードしている一人であるとい

えよう．すなわち“Digital　Computer　and　Contro1　En・

gireering”196D．’‘Programming　and　Utilizing　Digital

Computers”1962，“Use　of　Computers　in　Biology　and

Medicine”1965．

　ここで，だいたいわかるように，この研究所はDr・

Ledleyの研究上の業績により創立された特殊な研究所

で，全員わずか30人足らずの研究員，技術者等より成

り，Computer（IBM）を応用することが一貫した研究

方針ともなっているようである．おもな研究員のうちわ

けはDr．　Ledleyを中心に，工学関係（電気・機械出身

のPh．　DまたはM．　S以下同様）が8人，化学生物系

が4人，数学系が2人，医学や自動制御のコンサルタン

ト数人，その他電気技術者，Computerプログラマー，
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助手および事務系職員から成っている．一見すると，各

分野のよせ集めであるが，さきにも述べたように，彼ら

の共通した興味であり，また研究員たる必要条件？は，

工BM計算機を研究の手段として使用し得ることである．

したがって，時おり，IBM社員によるプログラミング

の講習会が所内で開かれ，全員簡単なプログラムは，プ

ログラマーの手をわずらわさずできるよう，またおおま

かなことをプログラマーに与えられるように，テストも

交じえて行なわれる．

　各自の専門分野が，まちまちであるように，この研究

所にはまた，さまざまな人種が集まっている．私もその

一人として1年余り滞在したわけで，そのほかに，ドイ

ッ，イスラエル，中国，韓国，イギリスなどの国籍をも

った人達が研究員またはコンサルタントとして研究に従

事していた．したがって，多くの意味で，国境を越えた

いかにもアメリカ的な研究所ということができると思
う．

3．研究デーマと内容

　さきに述べたような国庫研究助成金をもとに，この研

究所が，従来，行なってきた基礎研究，または将来とも

におし進める研究部門は，っぎのように部門化されてい

る．

　　　Biomedical　Computer　Programming

　　　Chemical　Biology

　　　Biophysics

　　　Medical　Data　Processing

　　　Information　System（Neurophysiology）

　　　Dental　Research

　　　Medical　Electronics

　現在のところ，これらの部門が，それぞれ独立されて

いるわけではないが，いちおう重複しながらも各学会に

研究成果を発表し得る程度の研究成果をあげている．

　ここで，個々の研究テーマについて，多少の解説をつ

けて，紹介してみよう，これらのなかには，すでに研究

を完了または中断したものも含まれているが，多くのも

のは，目下進行中で，それぞれの研究員は2～3テーマ

の研究に従事していた．

　Computer　Aids　to　Medical　Diagnosis

　計算機を用いた，診断理論の研究で，プール代数によ

る論理回路的かつ確率的にBayesの定理を用いて，解

析し，患者を診断する最適検査を決定し，Value　The－

oryなどを用いて，治療方針を決定することを目的とし

たものである．臨床研究はUniversity　of　Rochesterと

Johns　Hopkins　University医学部との共同研究で行な

われてきた．いままでに発表した文献の大半は，さきに

あげたDr．　Ledleyの“Use　of　Computers　in　Biology

and　Med量cine”にみられる．
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　Behavior　of　Genetic　Control　Mechanisms

　たんぱく質の構造モデルDNAやRNAを細胞にお
ける構造を中心に研究する．

　Programming　for　Biological　Simulations

　自動プログラムを，生体シュミュレーション研究のた

めに開発し，複雑な生体現象の研究に導入することを目

的としている．

　Special・Purpose　Biomedical　Computers

　臨床用における患者のモニタ用計算機の試作研究

　Computer　Aids　to　the　Biochmist

　たんぱく質におけるアミノ酸の配列順位を決定するた

めに計算機応用の可能性を研究するものである．

　Coordinate　Information　Retrieval　System

　国立国会図書館（Library　of　Congress）との共同研

究で，計算機のプログラムにより，多くの文献より個々

の研究者が必要とするものをすみやかに得るもので，特

にアメリカにおけるIGYの文献整理に用いられた，

Automatic　Diagnosis　and　Clinical　Report　Writing

　in　Pediatric　Psychology

　いわゆる“問題児”の心理テストを中心に，計算機プ

ログラムにより診断し，治療方針を決定する試みで，

Johns　Hopkins　University医学部との共同研究である．

　Hydrodynamics　of　Blood　Flow

　大動脈における血液の流体力学上の研究を目的とした

もので，流量を予測するために，微分方程式の数値的な

解を，計算機で求め研究資料とする．University　of

Marylandとの共同研究である．

　Cancer　Chemotherapy　Rationale　Through　Qnantum

Chemistry

　この研究の目的は，複雑な化合物にみられる量子力学

的な特性と化学的反応性またはがんの化学治療との相関

を探究することである，

　Dental　Force　Analysis　of　the　Stability　of　Obturators

　and　Complete　Denture　Prosthesis

　そしゃく中に，すべての歯が受ける力学的解析につい

ての研究で，Georgetown　University歯学部との協同研

究である．

　Concept　Analysis　Through　Syntax　Processing

　高度のプログラム技術により，つぎの三っの概念をも

たせるものである．すなわち，形式化，学習，認識　こ

のことは，自動プログラムによるほん訳を文章構造の解

析とともに可能にするものである．

　Development　of　Picture　Scanning　Devices

　生体現象を撮影したフィルムを入力とする計算機の入

力装置の試作研究でBiological　Picture　Data　Processor

として，いちおうの成果をあげている．この装置は，細

胞組織，染色体，脳におけるニューロンの結合，毛細管

現象その他，生体内の諸現象をとらえて，これらを計算
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機入力とする定量分析に大いに有益である．

　この装置はFIDACと呼ばれ，高分解能，高スピー

ド，オン・ライン，実時間という能力をもち，さらに改

良研究中で多くの生体現象の写真そのものからのデータ

処理に用いることができる．目下進行中のFIDACに

よる応用研究にっいて二三ふれてみよう，

　染色体

　染色体におけるX型およびY型の分桁に用い，そこか

ら細胞組織の研究に応用するものでYale　Universityな

どと共同研究で進めている．

　ニユーロン

　中枢神経における種々の細胞状の組織にたいする形態

学の研究に，カナダのLaval　Universityなどと共同研

究中である．

　X線フイルム

　X線写真による診断に計算機を用いることが可能とな

るわけで多くの共同研究者を得ている．

　電子顕微鏡

　電子顕微鏡によりとらえたDNAのセンイを解析する

ことなどに生物物理学者との共同研究をすすめている．

写真2　開発したFIDAC装置

臼臥C

一己グラこング茅

アナログ→

テ右ヲ1L

フ‘．Lム「塑

茜ザ鯛F・「路

FIDAC装置のプロJク線図

データ処理

Phot。graphicな情報をそのままの型で速かに処理す
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ることができ，有機化学における分子構造なども図形的

に示すことにより，自動的に式／ヒする：とも可能とな

る．

　つぎに述べる三つの研究テーマぱ，筆者が滞在巾に直

接従事する機会を得たものである．

　Analysis　of　Biocontrol　Systems

　自動制御のフィードバンクやサノブ’レ趙系の制御理論

を生体現象の解析に直接応月する研究で，1ンサルタン

トとして，自動制御で著名なr．Tou教授を迎えて理論

的討論を行なっている，

　生体の情報伝達は，生理学的実験より得らdLlt　Om，

Qf正およびOn－Qffリスポソスより成る一連のパルスに

より行なわれているとみなざれる．したがって，電気的

には非同期なInterval　M。dv］ationに類似した形式で

情報処理が行なわれると考え，これをT「M］C⊂Theor　T

of　Interval　Medulation　Information　Cedi　ng）とよび，

その解析にサンプル値系のモデルを考案し．さらに数式

的にも，拡張Z変換の手法を用いることなど、理論的な

研究も行なっている，

　これらの解析のもとにArtiftcial「Vevronsを考案iし

て，さらに神経系についての計算機によるシュミSレー

ションを行なう．っいで．これらの生理学的億概念を導

入した計算機および自動制御用の有機的機能をもった演

算装置などを完成するのが目的である，

　Realization　of　a　Bll［ion　Gate　Cemputer

　さきの研究とともに，新しい要素を色った計算援を投

計試作するための研究で，生体の情報処理を手本として

新しいシステム概念を導入しようとするものである，

　すなわち，さきのT工M工Cの研究で，これにはっぎ

のような利点をあげることができる，

　（1）　アナログ系のような動作を示すが，ディジタル

系として実現可能である．

　⊂2）同じ程度のディジタルまたはアナログ系より

　も，より多くの情報をもたすことができる

　（3）ディジタル＝アナログの変換に蒋殊の装置を

用いずに，一般的にアナログ信弓と考えら乳ている情報

処理とディジタル信号の情報処理を容易に結合すること

がてきる．

　（4）　さまざまな情報源をもつ信号を．固有の関激で

表わすことができる，

　これらの概念のもとに，記憶，閾値，不麻脇遅れな

どをもっ要素CComponent）を考案し，それらによる回

路網の計算機によるシュミ＝レーションを行ない，いち

おうの結論を得ているが，さらにOロ，Offリスポンス

を主体とした生理学的な論理回路の研究を行はい、終局

的には，マイクロモジュールにより，生体機能に類似し

た，有機的要素を実現することが目的てある．

　さきの研究テーマとともに，海軍の研究費［NONR
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3265（00）］によるものである．

　Statistical　Methods　for　Early　Detection　of　Cancer．

　Quantitative　Analysis　of　Cancer　Survival．

　これら二つの研究テーマは，一連のもので，X線フィ

ルムや検たんなどのデータをもとに，肺がんの可能性を

計算機により統計的に判断するもので，この統計的な解

析を，診断により確定したがん患者の生存期間決定，さ

らにそれをもとに，過去のデータより最適治療方針を決

定することに適応したものである．

　新来がん患者の40種類にもおよぶ，医学的検査をも

とに，過去の同種のがん患者のデータから，条件つき確

率により，今後1力年生存する確率を求め，それをもと

に今後の治療方針を決定するものである．

　治療にっいても，投薬，放射線，外科的手術などをい

くっかに分類し，それによる効果係数と患者の状態遷移

を確率的に決定しておき，ダイナミック・プログラミン

グの“最適性の原理”などを用いて，それぞれのがん患

者の最適処置を順次決定するもので，計算機プログラム

と，がんの進行過程のシュミユレーションなど，臨床的

にもニューヨークのがん病院といわれるメモリアル病院

との共同研究ですすめつっあったが諸事情により中断さ

れてしまった．

　以上，とりとめもなく，この研究所で行なわれている

おもな研究テーマをあげたが，これらのことから研究所

としての性格，また国の援助によることから，アメリカ

全体のこの方面の研究についての，大まかな動向なども

多少はのぞくことができると思う．その他，骨の発育の

力学的解釈など，新しいテーマにっいて述べることがで

きず残念である．これらの成果は時おりNBR　Progress

Reportとして出版され関連各研究所に配布され，また

IEEE，　ISA共同の学会Eng．　in　Medicine　and　Biology

などに，それぞれのテーマ別に研究発表される．

4．研究費および一般

　それぞれの研究を担当する研究員の数は，さきに述べ

たようにわずか10人あまりであるが，いちおう能率的

に基礎研究の成果をあげている，ということができるだ

ろう．総予算年額30万ドル余りで，研究員の給与その

他は，国の職員に準じたもので，年俸9000ドル以上の

研究員を上級研究員または上級技術者と，いちおう呼ん

でいるが，他に階級的な格づけはなく，筆者は客員研究

員としての待遇を受け，さきのような研究に従事してい

た．

　おのおののテーマ別の予算は，まったくまちまちで，

最高数万ドルのものからIBM　計算機20時間使用と

いうような物的なものもあるが，すべてが研究費でまか

なわれる関係上，それぞれの研究員は少なくも一っの大

口を持たねばならないことになっていたようである．
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　国の機関への研究費の申請は，わが国の各個研究や本

所の申請研究などと同じような形式であるが，研究計画

書の内容は，少なくも十数ページ以上で，それぞれ詳細

な文献などを付けることが必要であった．

　研究所での生活は，いちおう9時からスタートするわ

けであるが，顔がそろうのが10時ごろで，比較的自由

になっていたが，報告書〆切の頃になると，休日も出勤

している人も少なくなかった．とくに，Dr．　Ledleyは，

休日が彼自身のかせぎどきで，マイク片手に論文や講演

の原稿を，タイピストのためにレコードしていることが

しばしばであった．アメリカにおける，タイピストと科

学者の関係は極めて大切で，速記またはレコードされた

原稿を，すさまじい速さで論文化してゆく過程は，まる

で一連の論文製造工程の観を呈するほどである．このあ

たり，わが国でもなんらかの方法を考えねば，公的には

いつも先を越されることになりかねないと思った．アメ

リカ人の能率の良さは，こんなところにも一因があるわ

けである．

　本研究所でも講師以上になれば水曜会があるようだ

が，われわれも毎週水曜には，研究員以上のスタッフが十

数人昼食をともにし，食後，それぞれの専門分野で興味の

ある話題を提供して，議論することにしていた．また時

には，外部から講師を招いて，おもに生化学などの解説

的な話を聞くことも，しばしばであった．ワシントンに

は国の研究機関も多く，したがって一流の研究者の話を

聞く機会を得たことは，筆者などの大きな収穫であった

と思う．最近，生研が主体となって始め，筆者も出席さ

せていただいている“CM研究会”のような集まりも，

しばしば行なわれ，境界分野の研究に意欲的な人達が，

夜も遅くなるまで討論したこともあった．これらの席上

息抜き的に話題となったことを二三述べてみよう．

　National　Institute　of｝lealth（NIH）という，大きな

研究所は，ワシントン郊外の美しい芝につつまれてそび

え，アメリカ全国にばくだいな研究費を提供している．

いわば研究所の総もとじめということができるところで

ある．したがって，研究員も世界各国から一流の研究者

を集め，医学，生物または工学的な分野でもよく成果を

あげているが，研究施設としての建物は，あとまわしと

なり，偉風堂々とそびえている建物の多くは，研究費分

配の事務系統がしめているとのことであった．外国から

来た人がよく，なるほどNIHはすばらしいといって帰

るが，多くは研究そのものよりも事務部門の建物のすば

らしさをたたえられているわけで，なんともおかしな気

がするというあたり，金がいかにものをいうかがNIH

を通しても，アメリカでは大きな問題と思った．わが国

の場合などは1，2桁下まわったあたりで，このような

アメリカナイズが，あちこちにただよっているようで，

こうなるともはや，息抜きをとおりこして，大きなため
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いきにならざるを得ない．

　研究テーマの選択は，生化学の分野ではノーベル賞に

つながるので，研究者と研究テーマと研究費，その成果

にっいては，かなり激しく議論されるとのことで，研究

テーマを選んだ理由について，堂々とノーベル賞にっな

がるから，と答えた研究者がいたのには，ちょっと驚か

された．したがって研究者同志の勢力争いも，こうした

世界的な業績または賞につながる研究上のことが多く，

わが国で，よくみられるような，個人的な研究外のゴタ

ゴタした勢力争いは，あまりないように感じた．

　境界領域の研究者にとって，セクショナリズムはやは

り，アメリカでも問題となっている．多くの場合，基礎

研究の段階では，よい共同研究者を得ることは，容易な

ことであるようだが，一歩進めた，大がかりな，もしく

は実用的な研究となると，個人的な研究者の協力ではな

く，各研究機関の協力となるので，さまざまな点で対等

な共同究研を行なうことが困難となった場合も二三あっ

たようである．

　この種の研究を行なう場合，やはり問題となるのが，

それぞれの研究分野を，いかに相手に納得させ，かつ相

手の分野を自分の分野に導入するかということである．

そこで，概念的に，あるいは数学的に共通の用語を求め

近年，盛んになってきた“システム理論”などを勉強す

ることを，すすめていたが，さまざまな討論のすえ，け

っきょく，各自のそれに対する理解が異なり，ふり出し

にもどってしまったようなこともしばしばであった．こ

のような研究上のロスを，いかにしてなくすかというこ

とが，目下の大きな問題で，さきにも述べたように，せめ

て共通な研究手段として計算機を用い，より高級なプロ

グラムや入出力装置などを開発して，計算機の未開発の

分野への応用研究に役立てようとしているものである．

　ここで，ちょっとふれておきたいことは，この研究所

の空気として，現用の計算機に満足しているものではな

いことである．すでに，述べてきたことからも，おわか

りのように，計算機の情報処理の能力を，プログラムな

どの改良により，フルに応用しようとするもので，主体

はIBM　7090または7094を使用していた．したがっ

て，現用IBM計算機の長所をできるだけ見出し，ばく

だいな情報処理を必要とする研究に役立てようとするも

ので，さきに示したように，生理学的条件を手本とし

た，計算機そのものに対する研究も行なっているわけ

で，少なくもよく見られる計算機万能という考えは少し

もなかったことである．

　IBM計算機は，主として，近くのUniversity　of

Maryland計算機センターのものを使用し，計算機に興

味ある研究員のために，土曜日半日は完全に解放され，

自由に操作までできることも，しばしばであった．この

計算センターは比較的新しく，大学を中心に，近郊の会
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社，研究所に開放され，その所長は，われわれの研究所

のコンサルタントもかねていた．

5．他の研究所，アメリカetc・

　アメリカにおける，多くの研究所については，すでに

諸先生方の滞在記などもあり，ちょっと訪問したぐらい

ではさきのNIHの例のように，ピントのずれた感心を

しかねないので，ここでは，4年に一度しか公開しない

という海軍兵器研究所（NOL）を，運よくそこに勤務す

る友人と訪問することができたので，ちょっと外観的に

ふれてみよう．

　まず驚いたのは，入口に広大なゴルフ場があることで

ある．職員専用のゴルフ場でたのしむパーテーを眺めな

がら行くと，軍事研究所にしては，おそまつな建物が並

んでいた．もちろん，4年に一度の一般公開にふさわし

くお祭り気分であるが，ミサイルの模型やレーザの実験

など，なかなか興味深いものがあった．当然，秘密研究

に関することを公開する由もないが，民閥の軍事研究施

設などに比べると，警備が予想外にル…一一ズな点，いささ

か期待はずれであった．

　海軍研究所にふさわしく，深さ何十mにも及ぶという

プールがあり，海水中における潜水夫の生理学的な状態

の試験や，補助機器による海水中の労働などについて，

テレビ・カメラなどとともに宇宙空間とは逆に，深海に

おける人間の活動について研究しているとのことだっ

た．話に聞いていた，イルカによる海水中の作戦活動を

みることができず残念だった．帰りがけに立ち寄った友

人の研究室には，冷房のエアコンがなく，むんむんとし

ているのには，さらに驚いてしまった．聞くと，エァコ

ンのない研究室も多いとのことで，建物が古いので仕方

がないにしても，民間の研究員であるためか，と思った

りもしたが，目下改良中との友人の言葉に，軍籍にある

研究員との差など，問いただすのもやめてしまった．

　アメリカには秘密に属す研究所が多く，目下のところ

その本山でもあるような，NASA（米国航空宇宙局）の

本部が，やはりワシントン郊外に，広大な土地を厳重な

金網でかこって立っている．筆者の属したNBRとも

共同研究があり，その内容にっいてはもちろん関知され

なかったが，一般的には，各国，各地のフライト・セン

ターとの通信網が完全であることなどを聞き及んでいた

程度で外国人である筆者の入所はNASAの手続きがめ

んどうで訪問する機会がないままに終わった．昨年，本

所の野村教授が来られたおり，その模様をお聞きするこ

とができ，情報処理の通信網のすばらしさには驚いたこ

とであった．

　一般に，このような研究機関で働く人達は，アメリカ

国籍を持つか，または特別な保証を得ることが必要で，

筆者などはある軍事研究施設で，トイレに行くにも所員
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ジェファーソン大統領記念館をの

ぞむポトマック河畔の桜

にエスコートされ，必要とする部屋以外の立入は禁止さ

れた経験がある．その点，今度属したNBRは，ごく一

部を除いてこのような研究はなく，われわれのビルには

きれいなプールもあり，夏には窓こしはるかに色とりど

りの水着姿を眺めたこともたのしい患い出となってい

る．

　ワシントンに滞在するようになって，まもなく全世界

を驚かした，ケネデー暗殺事件が起き，1週間近くもそ

の渦中に巻き込まれてしまった．アメリカ人の友人とこ

の点については，なにも話したおぼえがないほど彼らは

そのことになると外国人である筆者に口をとじた．何年

か前，カリフォルニア大学に在学当時，浅沼暗殺が起き，

日本人一同，言葉もなかった日々のことを思い出した．

イスラエルからの研究員Dr，　Issacsonが，日本のとき

には映画でみたが勇気があり，まだまだ防ぐ予地がある

が，ケネディー暗殺のような方法を，今後どのような手

段でアメリカは防止するのか？といい切ったときの，ア

メリカ人達の顔を忘れることができない，

　日常の研究所での生活は，いまだ小人数のために，家

庭的ななごやかさがあり，研究員クラスでは，給与の点

を除いては，上下の差はまったくないといってよいほど

で，たえず冗談と笑いがあふれているときもあった．年

．に1回クリスマス・パーテーとピク＝ックを行ない，家

族ぐるみの交際もさかんであった、

　気候的に．冬がきびしく陰気であることも手つだって

かこのあたりの人々はカリフtルニアの人々にみられる

陽気さには，いくぷんおとるけれども，アメリカ人特有

とでもいえるユーモアはさして変化はなかったが，黒人

の多いワシントンでは，首都だけに黒人問題には見てい
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てたいへんだな，と感じることはしばしばだった．春と

もなると，R㏄k－Creek　Parkという大きな自然公園を，

白人たちの入る余地を残ざず黒人たちbS．ガヤがヤ蟻妻

るのには，なんとなく異状な感じさえした．黒人断でO

風紀も極めて悪く，文化国家アメ］1カの首辞とぽ，どう

してもいえない一角が，しだいに広がりつっあるようだ

った．筆者も時もあろうにケネディー国葬の日に，この

街はずれで，災難にあったりしたことなどから．悪励環

とはいえ，黒人の人種差別も現状では，ある程度やむ毛

得ないと考えるようにもなった．

6．おわりに

　思いつくままに述べるうちに，もう紙面bSつきてし支

い，とりとめない一文になってしまったが，外国に生活

するということは，仕事の面でも，人生の」二でも、多／

の諸先生にお会いする機会があり，大きな特枢を得tよ

うなものだと思った．アメリカはたしかに，比駿の上に

おいて、日本よりも文化国家であるが．文化という定義

をかえると逆になる要素も多々含んでいる，ハェのブン

ブンいる貧しい街なみに，皮膚が白いことだけに，かろ

うじて優越感をもち続けている白人達そこはもう，ア

メリカ式文明からはほどとおく，そしてさらに貧しい黒

人達の群と，ごくわずかの考えるアSII力人家ど．・．・．．．

　わずかのエリートにより繁栄するアノiJた．その中に

われわれは学ぷぺき多くのことを則：｝すことは、いかに

も残念ではあるが，彼らがきずいてきた、たくましい開

拓者糟神には，文句なしに敬意を払うべきで．科学装術

においては，感情灼になりやすい一時的な愛国心は無用

と思う．原子力や計算機などの産業は，kしかにわが国

の研究をリードしている現在，ただそれらの追従的な研

究に集中することなく，現状ではアメリカに一任し．そ

の成果を用いる新しいつぎの研究に．着手すべきではね

いかと思う，よく外国にでると，愛国心が強まる，とい

うことを聞くが，筆者の考えでは，それはどうろても口

本にたいする劣等感の現われでしかないと思う．

　一般的にみられる外国崇拝，そういうものにこそ，わ

れわれは厳しくたち向かうべきで，科学技術の上に方い

ては，感情的な問題をすて，冷静に，ことに対処すると

きである．宇宙開発も，原子力も．電子技術も，すべて

現在の大きな対策が，将来の日本の科学技術のf嘩を歳

右することは明らかだろう．

　　　　　　　　　　　　　〔ig65年2月10日受理）
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