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私の専門分野
新

井

良

― (生 物科学専攻)

て、鑑賞魚 として も有名 な魚 です。 日本特産種 が多 い こ
とも特徴的 で ミヤ コタナ ゴ、イタセ ンパ ラの 2種 は天然
記念物 に指定 され、採集 した り売買す ることを禁 じられ
てい ます。 ミヤ コタナ ゴ と東京大学 との縁 は深 く、本種
は附属植物園の池 より採集 された 2個 体 に基づ き東大 の
田中茂穂博 士によって1909年 に発表 された種 です。
私 は日本産 タナ ゴ類 のルーツを追 って昨年 も中国へ 出
かけましたが、中国で は専門家 が少ないためか、異なる
種 に同 じ名前 が使 われて いた り、同 じ種 に異 なる名前 が
使わ れて いた り、種 の整理 もままな らない状態 です。新
昨春 4月 に東京都新宿 区 にあ る国立科学博物館 の動物
研究部か ら生物科学専攻進化多様性生物学大講座 に移動
して まい りました。現在 の私 の研 究室 は仮 の部屋 で理学
部 2号 館 の動物学大講座の名誉教授室だった ところです。
平成 8年 度中 には、本来 の研究室 に入室出来 る予定 です
が 、ここしばらくは落ち着 かない状態が続 くと思われます。
私 の専門 は系統分類学 で主 として魚類 を扱 ってお りま
す。 最近 は代表 的な淡水魚 で あるコイロ コイ科のタナ ゴ
類 を対象 として系統分類 と生物地理の関係 を日本列島、
中国大陸、朝鮮半島を舞台 に調 べ てお ります。 ふつ うタ
ナ ゴ といい ます と釣魚 として有名な海産 のタナ ゴ

(ス

ズ

キロウ ミタナゴ科魚類 )を 連想 され る方が多 い と思い ま
すが、淡水魚のタナ ゴ は全 くの別物 で、 メスが産卵管 を
使 つて卵 を生 きた淡水 の二枚貝 の鰍 に生み込む特異 な習
性 をもってお ります。 タナ ゴ類 はユー ラシア大陸温帯域
の河川や湖沼 に広 く分布す る体長 10セ ンチ以下の小型の
魚 で、春か ら夏 にかけて産卵期 になるとオスはきれい な
婚姻色 を呈 します。 コイ科の魚 としては例外的 に秋産卵

種 になると思われ るタナ ゴ も数種 い るよ うです。九州特
産 と考 えられて い るカゼ トゲタナ ゴ らしい タナ ゴが中国
に分布す ることも分かつて きました。 関東地方 の ご く限
られた地域 に生 息する ミヤ コタナ ゴの近縁種 は、従来、
日本産 タナ ゴの どれ か の種 と考 えられて い ましたが 、 こ
点 も怪 しくなってきました。タナ ゴ類 の生物多様性 をグ
ローバル な観点 か らとらえ る と、多 くの問題点が残 され
て い ることを改 めて思い知 らされた次第 です。中国旅行
の余談 にな りますが、調査地 点 のひ とつ、浙江省 の奉化
市渓口鎮 は台湾政府 の初代総統蒋介石の生 まれ故郷 です。
中国政府 のかつての政敵 として蒋介石 は現地 で は疎 ん じ
られて い ると思いきや、驚 いた ことに、渓 口鎮 は、蒋介
石 を目玉 にした観光地 になってお り、 こぎれいなホテル
で台湾 か らの観光客 を大勢見受 けました。
とにもか くに も、この 1年 は、多 い会議、雑用、講義、
手狭 な研究室 な ど、 い ろい ろな意味 で貴重 な経験 をさせ
ていただきました。赴任 当初 は分 か らないこ とだ らけで、
とまどい ましたが、周囲 の先生方や事務 の人達の御好意

の種 もい ます。種 の数 では東 アジアが大 変多 く、 日本で

で、 なん とか大学の一員 になれそ うな気が いた します。

は15種 類で 日本産 の淡水 魚 の 1割 以上 を占める、美 しく

今後 ともよろし くお願 い 申 しあげます。
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分子集団遺伝学 と分子進化 学
田

嶋

文

生 (生 物科学専攻 )

然変異説、平衡淘汰説 (超 優性淘汰説 や頻度依存性淘汰
説 )、 純化淘汰説 (弱 有害突然変異説や微弱有害突然変
異説 )、 平衡転移説 な どが 提唱 されて い ます。DNA多
型 の量 を調 べ てみると、高 い変異 を維持 してい る生物集
団 とそうでない生物集団、変異の高 い遺伝子 と低 い遺伝
子、変異 の高 い DNA領 域 と低 い DNA領 域、変異 の高
い塩基部位 と低 い塩基部位 が あ ります。 この ことは、

DNA多 型 の保有機構 はひ とつではない ことを意味 して
い ます。 また、 い くつかの保有機構 が相 互 に関係 して い
る ことも考 えられ ます。
分子 レベル の集団遺伝学 (分 子集団遺伝学 )と 分子 レ
ベル の進化学 (分 子進化学 )は 切 って もきれない関係 に

集団遺伝学 (Population genetics)は 生物集団 の遺 伝
的構成 が どのような法則 の支配下 にあるかを追究す る遺

あ ります。 とい うのは、現存す る生物 集団 の DNA多 型
は、過去 に生 じた突然変異が 自然洵汰 な どのさまざまな

伝学 の一部門 で、遺伝物質 の究明 を目ざす他の部門 とな
らんで現代遺伝学 における大 きな流れの一 つ を形造 って
い る。
木村資生著 集団遺伝学概論

(昭 和35年 )よ

り

生物集 団 の遺伝 的構成 は、 い まで は、DNA配 列情報
によって知 ることがで きます。最近 の研究 によると、 ヒ
ト集団か ら無作為 に選 んだ二本 の DNA配 列 を比較す る
と、 その間 で平均 0.03〜 0.11%の 塩基が異なって い るこ
とが知 られてい ます。このことは、同 じ DNA配 列 をもっ
て い る人が (一 卵性双生児 を除 くと)地 球上 に存在す る
可能性 はほ とん どない ことを意味 してい ます。生物集団
の遺伝的構成 が均一でない現象 を多型 といいます。 た と
えば、ABO式 血 液型 を支配す る遺伝子 は多型的 です。
DNA配 列情報 に基づ く多型 を、 と くに DNA多 型 とい

要因 の影響 をうけた結果であるか らです。 また、ある生
物種 に保有 されて い る DNA多 型がその生物種 自身 の形
成時期 よ り古 い こともまれで はあ りませ ん。 (分 子 レベ
ル の進 化機構 とDNA多 型 の保有機構 は同 じもので、
DNA多 型 は分子進化 の一 断面 にす ぎない と考 える こと
もできますが)分 子 レベル の進化 機構 を解明す ることも、
私 の研究テーマのひ とつです。
私 たちの研究室 (進 化多様性生物学大講座集団生物学
研究室 )で は、実験 は行 なってい ません。理論的研究 を
行 なって い ます。 そ して、DNA多 型 の保有機構 を解明
す るための分子集団遺伝学 お よび分子進化 学 の数学理論
を確立 した い と思 っています。 また、理論か ら予想 され
る DNA多 型 の量やパ ター ンを実験結果や検察結果 と比
較 す ることによって、DNA多 型 の保有機構 の解明 に一
歩 で も近づ きた い と思 ってい ます。

い ます。

DNA多 型の保有機構 を解明す ることは、私の研究テー
マ のひ とつで す。DNA多 型 の保有機構 として、中立突
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Face-to-Face
栗

田

敬

(地球 惑星 物理 学専攻 )

さ く、例 えば大学内 の どこかで どのような ことが進行 し
ているのか、知 ることがで き、 それに対 して発言・ 関与
す る こともで きました。 また小 ささの故 に、個 々の集団
は分断・ 断片化 されておらず異 なった分野 の研究者 と様 々
な相互作用が可能 で した。学生 と教官 の間 の距離 も極 め
て近い もので した。小 ささに起 因す る教官同志、教官・
学 生 間 の Face― tO― Faceな 関係 は大学 へ の高 い帰属意
識、 一体感 を引 き起 こしてい ます (も ちろん短所 にもな
りますが)。 この小 さ い ことの快適 さは ヨロ ラ ドの小 さ
な町の快適 さに通 じて い ます。我 々が機能的 に働 ける大
学 には適正なサイズがあるのではないか と感 じます。 こ
れ と比 べ ると東京大学 は少々大 き くな り過 ぎてい るよう

以前 コロラ ド州 の小 さな町 にいた時、 その町が大変気
に入 り離れがた く思 い ました。 その町の自然や文化的環
境 もい くぶんかの理 由 で した力S、 この ように気 に入 った
最大 の原因は町 の小 ささにあ りました。人 口10万 あ まり
の大学 を中心 とした 町 はどの方向へ車 を走 らせて もlo分

です。大学 の片隅で進行 していることは我 々 にはなかな
か見 えてきません し、断片化 した学科、学部 に隔 て られ
た異な った分野 の人 間 との間 には様 々な山・ 谷 の要害 が
あるように見 えます。 したが って如何 に東京大学 が幅広

もすれ ば市境界 を超 えて砂漠、荒地 に入 り、 我 々 が住
んでいるのはこの町だPと 実感 で きます。街 で 出会 う人 々
もこの小 さな町に一緒 に住 んで い る と思 う と何 とな く親
近感、連帯感が沸 いて きます。街路 も公園 も商店街 もコ

い分野 の研究者 を擁 して い ようとも、構成員間 の相 互作
用 は極 めて身近な ものに限定 され、 か えって 自由 さが な

ミュニ ティーの情幸反もみんな知 っている気軽 さが あ りま

つ ものの、学部 や大学 へ の帰属意識 は浅薄 です し、有機

す。一 方私 が住 んで い る日本 の町では町のはずれ とい う

的な機能集団 としての東京大学 をイメージす ることは難
しい状況 で す。

い ように見 えます。 このため に学科 にこそ帰属意識 を持

ものがな く、 どこまで行 つて も見 た ことのない 町が ず っ
とその先 まで続 いて い る、知 らない人 が行 き交 ってい る、
町 を歩 くたびに不安 な気 にさせ られ ます。 この漠然 とし
た不安 に馴れ ていた身 に とっては ヨロラ ドの小 さな町は
心休 まるすて きな場所 で、 人間 サイズの小 さな町の よ
さ"に 目を見 開 か され ました。 しか もその 快適 さ"は
単 にこじん まりした とい う意 だ けではな く、人間 の活動
しやす いサイズ とい う裏打 ちがあった様 な気 が します。
私 は前任地 の筑 波大学 にいた時 に これ と似 た経験 をし
ました。色々 と不満 な点 もあ りましたが大学 は適度 に小
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この少 々大 きくな り過 ぎた東京大学 において どのよ う
に幅広 い分野の人間 とFace― to― Faceな 関係 を作 りだ
して い くのか、 自分 の個別 の研究 テーマ とともに今後考
え続 けてゆきた い課題 です。
なお私 が興 味 をもって い る間1題 は地球や惑星 の内部 の
様 々な進化 プ ロセスですが、均質 な ものか ら分化 (局 所
化 )し た ものを作 りだす プ ロセ スに魅 かれています。今
後理学部 で よろしくお付 き合 い をお願 いいた します。

自己紹介
野 崎 久 義
鞭

(生 物科学専攻)

=轟

研究 の方は緑藻類特 にクラ ミドモ ナスやボルボ ックス
に代表 され る Volvocalesを 用 い た、分類 と進化 の研究
を18年 間致 してお ります。東京大 学理学部植物学教 室で
この様 な藻類 の分類研究 をなされた先輩 には中野治房博
士が い ます。博士 は小石川植物園内 で採集 した材料 を基
に1917年 ￨こ Chlamydomonas Koishikawa∝ ns とい う
新種 を記載 してい ます。 それ以来本種 の研究 または採集
記録が あ りませんので、私 は この「幻 のクラ ミドモナス」
を小石 川植物園か ら再発見 してその実体 を明 らかにして
行 きた い もの とも思 ってお ります。 また、環境研 で開始
平成 7年 4月 1日 付 けで大学院理学系研究科・ 生物 科
学専攻・ 進化多様性生物学大講座 に助教授 として赴 任 し
てまい りました。 3月 まではつ くば研究学園都市 の国立
環境研究所 に 3年 間勤務 してお りました。 つ くば研究学

した今 や「絶滅 に瀕す る車軸藻類」の自然保護的研究 も
現在引 き1続 き行 ってお ります。
新 しい大講座なので現在 は実験施設・ 空間 を整 えつ つ

園都市 で は

あるとい う状況です。東京大学 の良 き伝統 の上 に立 ち新
しい「多様性 と進化」の学問 を築 き挙 げて行 きた い もの

ち らに来 てか らは千代 田線 のラッシュアワー に閉 回す る

と思 ってお りますので御指導 0御 鞭撻の程 を宜 しくお願
い 申 し上 げます。

(自 動車 の運転 がで きなか った為 に)、 毎朝
夕 の片 道 20分 のサイク リング を楽 しんでい ましたが、 こ

毎 日であ ります。
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大学 と国立研究所
茅

根

創

(地 理学専攻)

数字だ け比 べ ると、地質調査所 の研究者数・ 経常費以外
の研究費 と、理学系研究科の ス タッフ数・ 科学研究費 の
額 は大 変近 い ことが わか りました。
研究成果 の 方 は どうで し ょうか。理学 系研究科で は
1,100篇 程度 の原著論文 を生産 し、 その多 くは国際学術

]摯 遺

、
tf

誌 に公 表 された ものです (発 表論文 リス ト 1994年 )。
一 方地質調査所 にお ける原著論文 の公 表数 は150篇 程度
で、国際学術誌 はその半数程度 です (平 成 5年度 地質調
査所年報)。 一 人 当た り論文生産数 は、理学系研究科 5

昨年 4月 に地理 学教室 に転任 して まい りました、茅根
創 (か やね 。はじめ)と 申 します。研究対象 は海岸 。沿

篇 /人 に対 して地 質調査所 は0.7篇 /人 で、原著論文数
を尺度 とす る限 り理学系研究科 の生産性 は地質調査所 の
7.5倍 にな ります。

岸域 で、 とくにサ ンゴ礁 と地球環境 との関係 について、
サ ンゴ礁 に記録 された過去の環境変動 の解析 、地球規模

しか しなが ら国立研 究所 と大学 とでは、人的資源 につ
いて重大 な違 いが あ ります。学生の存在です。理学系研

の炭素 な どの循環 におけるサ ンゴ礁の役害1な どについて
研究 しています。 サ ンゴ礁 は、生物 自身 が地形 を作 りそ

究科 に在籍す る大学院学生 は修士課程 812人 、博士課程 7
47人 です (学 内広報、No1027,1995年 )。 研究費総額 が近

れによって物理環境 が変化 し、 また生物 が生 元素の循環
を駆動 し地球規模 の物質循環 に も関わ ってい るとい う、

い にも関わ らず国立研究所 の研究費 が潤沢 であるように

学際的な視点 が必要な魅力的な対象です。年間数 10日 間
は、琉球列島、 ミク ロネ シア、オ ース トラ リアのサ ンゴ
礁 に出か け、サ ンゴ礁 に穴 をあけた り、潜 って機器 を海
底 に設 置 した り、海水 の二酸化炭素濃度 を測 った りして
い ます。
それ まで は、 つ くば市 にある通産 省 工業技術院地質調

感 じるのは、大学 では とって きた研究費 で学生 を「食わ
せJな ければい けないか らではないで しょうか。理学系
研究科 の原著論文数 も、大学院学 生が筆頭、共著 の もの
を含んだ数です。一人 当た り論文生産数 は、生産性 の高
い博 士課 程 の学生 だ けを加 える と1.1篇 /人 に、修 士 課
程 の学生 も力日えると0.6篇 /人 にな ります。
以上 か ら、「大学 は、少 ない研究費 で高 い成果 をあげ

査所 という地球科学系の国立研究所 に在籍 してい ました。
一 昨年 つ くばに新居 を購入 した ところ、 マー フ ィーの法

ている」 とい うイメー ジにおいて、少ない研究費 の所 で
は学生 を (食 わせ るべ き対象 として)カ ウン トし、高 い

則 に従 って転任す ることにな りました。大学 と国立研究
所 とでは、研究の進め方や研究環境 が大 いに異 な ります。

成果 の ところではカウン トか らはず して い るのではない
か、 とい う暫定的な結論が得 られ ま した (も ちろん論文

一般 のイメージ としては、大学 は少ない研究費 と劣悪 な
環境で基礎研究の高 い成果 をあげて い るのに対 して、国

の質 や研究費 の使 われ方な ど、考察すべ きことは多 いの
ですが 、あ くまで随想 の暫定的な結論 とい う ことで ご容
赦 を)。 さらにい うな らば学生 は、研 究費 を食 いつぶ す

立研究所 は潤沢 な研究費 と最新 の研究環境 で社会的要請
の高 い (目 先の)成 果 を追 っている、といった もので しょ
うか。ハ ー ドの研究環境 の優劣 については一 目瞭然 です
ので,こ こでは研究費 と研究成果 について、私が在籍 し
た地質調査所 と理学系研究科 とを手持 ちの資料 で比較 し
て、 このイメージを比 較 してみ ます。重大 な見落 としや

もので はな く貴 重な人的資源 です。若手 の研究者 を雇用
す るのに年間300万 円必要 である として、理学系研究科
は、 1559人 分47億 円の人 的資源 があるわ けで (し か も彼
らは、逆 に授業料 を支払 つて夜 も寝 ないで研究 をして い
る !)、 これがス トックで はな くフ ローで ある とい う点

事実誤認 が あるとは思 い ますが、随想 とい うことで ご容
赦下 さい。

も重要です。 これ は国立研究所では望むべ くもない もの
です。 この計算 は数字 の比 較 のために行 なった もので、

地質調査 所 は、研究者数 が226人 です。経常研究費 は

大学 が この貴重な人的資源 を一方的に収奪 して い る とい
うのはあまりに皮相的 な言 い方 で しょう。 む しろ学部学

9億 6千 万 円 で (施 設整備費・ 運営費 を含 む)、 このほ
か、通産省、科学技術庁、環境庁 な どか ら地震 、地熱、
環境、海洋な ど目的指向の強 いテーマ について研究費 を
取 ってお り、 これが13億 7千 万円 にな ります (平 成 7年
度 地質調査所要 覧)。 一 方東京大学理学系研究科 は、教
授・ 助教授・ 助手 の総数が224人 です (平 成 7年 度理学
部便覧 )。 校費 は17億 8千 万 円で (教 授会資料 )、 科学研
究費 は14億 7千 万 で した (学 内広報、No1044,1995年 )。

生 も含 めて学生 へ の教育 を通 じて 自身 の研究活動 に得 る
ものが きわめて大 きいのではないで しょうか。 ハ ー ドで
はな くソフ トの研究環境 として大学 は、国立研究所 に圧
倒的 にまさって い ると思 い ます。
私 自身転任 にあたって、国立研究所 と大学のメ リッ ト、
デメ リッ トについてい ろい ろと考 えました。研究費 の獲
得 に伴 う行政 との対応 が、年齢 を増す ごとに増 えて い ま
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した。社会的要請 に基づ く研究 より、基礎的体系的な研

ロ ジェク トに も大学 の研究者が様 々な形 で関わ るように

究 を落 ち ついてや りたか った こともあ ります。 しか し国
立研究所 にも、ア ドミニ ス トレー ションをスマー トに こ

なった とききます。大学人 も象牙の塔 にこもって「武 士

な し自 らの研究 テーマ と行政 の要請 を巧みにす りあわせ
て、大学 で はや りに くい大 きなプ ロ ジェク トを立案 して
い る中堅 の研 究者 が大勢 い ます。私 が大学 に転任す る際
にもっ とも期待 したのは、学生 との接触 です。 そ して学
生が興味 をもち、それを学生 自身 が具体的な問題 として
とらえ解決す る様 な教 育、指導 がで きないか と考 えて、

は食わね ど」ではす まな くな った とい うことで しょうか。
しか しなが ら大学 と国立研究所 の研究環境 とそれ を支 え
るシステムに は、 それぞれ特徴があ ります。国立研究所
では、行政側 の要請 に応 える研究 を立案、実行するため
の行政 とのす りあわせ作業 (ア ドミニ ス トレーシ ョン)
に多 くの人手 と時間を割 いてお り、大学の研究が プロジェ
ク ト化すれ ばこう した作業の必要性 は ますます増 えて行

この 1年 努力 してきました。 これ までの ところ、 こうし
た努力が裏切 られ ることはあ りませんで した。
大学 に来 て、大学 と国立研究所 の性格 が近づいている
ように感 じました。欧米 による日本 の基礎研究 ただ乗 り
論以降、行政側 も国立研究所 に対 して基礎研究 シフ トを
盛 んに説 くようにな つて い ます。一 方 で大 学 は、研究 に
ついて社会的要請 を考 えるよう求 め られて い ます (東 京
大学 現状 と課題 )。 また 科学研究費 はプ ロ ジェク ト型
研究の比率が高 くな り、科学研究費以外 の大 きな研究 プ

くで しょう。一 方大学の最 も大 きなメ リッ トは学生 とい
う人的資源 をもってい ることで、 この資源 を有効 に活用
し育 てることが もっ とも重要である と、私 は考 えます。
転任 して 2年 目の課題 は、教育 と私 自身 の研究 をどの
ように組 み合わせ るか とい う ことで す。 そのた め には、
私 が もっ ともお もしろい と思って い るサ ンゴ礁 に学生 を
連れ ていけるだ けの研究費 はとらん といかんな と思 って
い る ところです。
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霊長類移動運動 の発達 と制御
木

村

賛

(生 物科学専攻)

サル をモ デル としての二足歩行獲得過程 の検討 がなされ
ました。最後 に運動 の制御機構 につ いての実験 お よび理
論的な論文 が きます。体 の大 きさ、体節 の物理定数、関
節運動、呼吸 な どの機械的なパ ラメータが 、運動や姿勢
にどの ように影響 してい るかが調 べ られてい ます。 そし
て ヒ ト、サ ル、一般四足獣 における神経制御 の比較検討
が試 み られ ました。運動のモ デル を考 えた上でその実験
的検討 も行われ ています。霊長類 の神経系 は一般四足哺
乳類 の ものをその ままあてはめるわけにいか ない ところ
があるよ うです。神経制御 の問題 はまだ これか らさらに
一 昨年 の夏 、文部省国際 シンポジウム開催経費 を得て
「霊 長類 移 動 運 動 の 発 達 と制 御 (Development and
Control in Primate Locomotion)Jを 開催 しました。 こ

検討 しなければな らない問題 です。 この特集 の内容 は、
総説 も含 めて、すべ て形態 、姿勢、運動 についての実験
的ないし定量的データに基 づいた検討がなされています。

の 出版原稿 の編集 が ようや 〈終わ り、出版社 に発送 した
ところです。 スイス Karger社 か ら出て い る Folia Pri―

霊長類 の移動運動 の多彩な観点 か らの研究が、 シンポジ
ウムでの討論 をふ まえて統合 の方向 にまとめ られた と思

matologicaと い う雑誌 に特集 のかたちで載 る予定です。

い ます。 今後 の霊長類移動運動、 とくにヒ トの歩行研究

一般 の陸上 四足哺予L類 と比 べ て霊長類 (サ ル とわれわ
れ ヒ トの仲間)の 移動運動 にはい ろい ろな特徴 があ りま

の発展 に役 立 つ もの と考 えて い ます。
シンポジウム も特集の編集 も、非常勤 でお願 い して い

す。 とりわけサルにみ られる前足 と後 ろ足 とが機能分化
して い るとい う特徴 には興 味 が持たれ てい ます。それは

た秘書 の方 に助 けて もらってやって きました。最後 の ま
とめの ところで東京大学 へ移 り、秘書の方な しとなって

この分化 が、 ヒ トの特徴 である直立 二足歩行 の進化過程
での獲得 に直接関係 して い ると考 えられ るか らです。霊

しまって苦労 しました。承知 のはずではあ りましたが、
秘書 もい ない技術職員 もい ない とい う日本の研究体制 の

長類 の移動運動 は近 年研究 が進んで きてはい ます。 しか
しこのイ
団体発達 の研究 はまだ遅れて い ます。現生 のサル

貧 しさを身にしみて い るところです。前 に聞 いた話 では、
事務官、技官増員 の概算要求 は絶対通 らないので、大学
本部、文部省 が受 け付 けて くれないのだそうですが本当

で移動運動 とくに二足歩行 の個体発達 を調 べ ることは、
ヒ トの系統発達 での二 足歩行獲得過程 を知 る手 がか りを

で しょうか。一 方で定員削減 によ り次 々 と人 が減 ってい

与 えて くれ ると期待 され ます。 また運動の制御、 とくに
神経制御 につ いては霊 長類 ではまだほ とん どわかってい

ます。 あ と何十年 かす ると日本中 の大学 は教員 とい う名
の雑用係だ けになるのではな いで し ょうか。大学 な ど日

ません。神経制御 の検討 は直接 に ヒ ト特有 の大 き く複雑
となった脳 の獲得過程 とつなが るものです。 このよ うに

本 の公 的研究機関 の施設設 備 の貧 しさにつ いて は最近報
道 もされ、多少関心 も持たれ るようになった ようです。
しか し研究援護、包括 を行 う人員の問題 についての認 識

霊長類 の移動運動 の研究 は ヒ トの解明 のために重 要な役
割 を持ち ます。移動運動研究 の うち、 これ らの まだ不十
分 な分野 についての最新 の研究 を討論す るためにこのシ
ンポジウム開催 したわ けです。 これ らの討論 を踏 まえて
参加者に論文を書 いて もらい、まとめることができました。
内容 について少 し紹介 します と、 まず最初 に基礎的な
筋骨格系 の機能形態学 の論文 がい くつか あ ります。筋骨
格系 の主な機能 は支持運動 を行 う ことですか ら、 この機
能形態学 とは生体力学、生体機構学 の立場か らの解析 が
主な もの とな ります。現生生物 の解析 を化石の解釈 に応
用す る検討 がなされてい ます。 また これか ら、化石 を知
ることにより運動生態の系統発達 を検討す る ことも行わ
れ ました。霊長類運 動器 の個体発達 についての知見 も増
えました。次 いで、移動運動 その ものの実験的研究論文
が い くつか あ ります。 こどもの運動 は変異 の大 きな もの
ですが、 それが どのよ うな もので、 どの ようにお となの
ものへ と収れ ん して い くかが調 べ られています。 とくに

‑13‑

はまだ まだのようです。数だけでな くその待遇 な ども含
めた早急な充実 な しには、今後 の研究教育 の発展 はおぼ
つかないのではないで しょうか。

東京大学 に着任 して
本目 原

博

日
召 (物 理学専攻 )

誰 もが、 もう一つの実験 グループに遅れを取 るまい と、
競争心 む き出 しで働 い ていた。 その後、約 一年経 つて、
トップ・ クォー クももはやただの素粒子 である。
バー ク レーで は、研 究所員 の義務 として、女性 を含 む
minOrityの 問題 、環境保護 や仕 事場 の安全性 (En宙 ‐

ronmental Health and Safety)な ど様 々な社会的問題
についての トレーニ ングを受 けさせ られた。私 は、 もち
ろん、いや いや、かつ、 いいカロ
減 に受 けていたわ けだが、
それで もこれ らの事 について の sensidvityは 若千高 め
られていた らしく、東大理学部 の女性 や外国人 の教官 の
大学院 2年 生 の時 に、 日米高 エネル ギー物理学協力事
業 による実験のために、 カ リフォルニ ア大学 ロー レンス
バ ークレー研究所 に送 られて以来、途 中 2年 間 を除 いて、

少なさな どには改 めて感心 した。

ず っ とバー ク レーで仕事 をして きたが 、昨年 10月 、理学
部物理教室 の一員 に加 えて頂 くこととなった。 高 エ ネル

は、給食 が うまいと言 つている… アメ リカの小学校 の
算数 は、噂 どお り、 お粗末 で あったが、チ ビの時 か ら、

ギ ー物 理学研究所 の Bフ ァク トリー を使 った実験 で、素
粒子反応 の対称性 についての研究 を進 めて行 こうと思つ

何 らかの形で意見 をまとめ、それを稚拙 なが らも文章 に
す るとい う トレー ニ ングには多 くの時間をさいていた。

ている。理学部、 そして物理教室 は、新参者 に対 して暖
か く (あ るい は、誰 に対 して も暖か い のか もしれないが

この点 は、 日本 の学校 で ももっ とや った らいい と思 う。
バ ークレーや その近 くの スタンフォー ドには、すばや く

研究室 を立 ちあげて い くのに快適 な環境 を提供 して
頂 き感謝 して い る。
ここ数年の間、バ ー ク レー とシカゴ近郊 にあるフェル

論理 を組 み立てて、 はっき りと (時 には強引 に)主 張 し
てい くタイ プの研究者が多 く、その中で自分 のや つた こ

)、

ミ国立研 とを 2週 に 1度 往復す るとい う生活 をしてきて、
frequent flyerの mileageを 稼 いで きた。高 エ ネルギ ー
物理屋 に とつて、世界最高 エ ネルギーのカロ
速器 (フ ェル
ミのテバ トロン加速器 が現在最高 )で 仕事 をす るとい う
のは、やは り楽 し く、 かつ、や りが いが ある。私の属 し
て いた実験 グループに は、約 400人 程 の研究者 がいたが、
テバ トロン加速器での物理 は未開拓 で、私 としてはい ろ
い ろ好 き勝手 な ことをさせて もらった と思つて い る。幸
いにして、 トップ 。クォークの発見 に も貢献 で きた。昨
年 3月 、公式発表の前、 シカゴにいるグルー プ リーダ ー
と連 絡 を取 りなが ら、バ ー ク レーの所長 と副所長 に事前

人

の子供達 は、始 めは、アメ リカに帰 りたがって い

たが、 やっ と日本 の学校 に も慣れ て きた らしい。上 の子

とをちゃん と評価 して もらうのは容易 で はな い。 もちろ
ん、所 によって はそれ をや り過 ぎるとしつぺ返 しを喰 う
ので、 自分の回 りの文化 に配慮す る感 受性 も鍛 える必要
があ る。無 理か…
高 エネルギー物理実験 の分野 も、日本/ア メ リカ/ヨ ー
ロ ッパ にあるファシリテ ィー (主 に加速器 )を 国籍 に関
係な く誰 もが 自由 に使 える環 境 が整 ってきた。大 きな実
験 グループ にい ると、 いろい ろな大学の学生 さんに会 う
が、東大 の学生 さんのレベルが極 めて高 いのは事実であ
る。 私 も、 どのような学生 さんが研究室 に来 るのか を楽
しみ にして (も ちろん優秀 に違 い な い)、 研究・ 教育 に
励 んでいきたい。

説明 に行 ったが、妙 な興奮 を味わ つたのを覚 えて い る。
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着任 の ご挨拶 に代 えて
西

田

生

良5(生 物科学専攻 )

大学 に くらべ て一段 とスムーズで あった と感 じます。今
で も有 り難 かった と感謝 していることは、 い ろい ろな書
類 の締 め切 りを事務官の方々 にずいぶん大 目に見 て いた
だ いた ことです (つ ま り、大学で も少 しは大 目に見 て く
れ とい う私 のささやかなお願 い)。 外 国人研究者 が多 い
の も、岡機構 の特色 の一 つです。過去十年間 で、研究室
を訪 問 した外 国人 の総数 は100人 を下 りませ ん。外国人
研究者 の研究面、 日常生活の世話 な どは助手の仕事 に含
まれるので、ず いぶ んや っかいなケース もあ りましたが、
平成 7年 10月 1日 付 で着任 しました。同 じ日に生物科
学専攻 (進 化多様性 )に 着任 した上 島 さん とは、昔 サ ッ
カーの試合 で敵味方 に別れて戦 った ことが あ り、学部長
室での思わぬ再会 に奇遇 を感 じました。前任地 は、 岡崎

国内 にいなが ら国際経験 を積 むことがで きるというメ リッ
トの方 が多 かった と思 い ます。 また、研究所 にいる数少
ない院生たちはす ぐに英会話が上達 しました。研究費 は
大学 に くらべ るとず いぶ ん潤沢 にあ りましたが、時間を

国立共 同研究機構・ 基礎 生物学研究所 です。専門 は、

お金で買 うような無駄 な使 い方 も多かった ように思 い ま
す。短期間で研究成果 をあげるとい う性格上、時間 をか

植物脂質代謝生化学 "で すが、基礎生物学研究所在任
中 の この10年 ほ どは、 植物 の低温耐性 にお ける生体膜

けた教育 には全て不向きであると感 じました。
大学での活動で最 も印象に残ってい るのは、オブザバー

脂質 の不飽和化 の重 要性 "に ついて分子生物学的手法 を
取 り入れて研究 して まい りました。 これか らは、従来 の
研究分野 を発 展 させ る とともに、 環境植物生理学 "
という新 しいア ドバ ルー ンの もとで、植物 のス トレス環
境 とのつきあい方、 ス トレス耐性 の しくみを解 き明か し
た い と考 えてお ります。着任 にあた り、なにか書 けとい
う依頼ですが、小学校以来作文 と読書感想文 は大の苦手
の私 ですので、私 の経験 した研究所 と大学 について感ず
るままを述 べ ることといた します。
岡崎国立共同研究機構 (岡 機構 )は 、愛知県岡崎市 の
中心地 に近 い小高 い丘の上 に立 つ レンガ色の建物で、分
子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所 の三研
究所 か ら構成 されて い ます。「研究所 は、 プ ロ ジェク ト
推進 のための組織 である。Jと い う考 え方があ りますが、
岡機構 は、 これを国内で最 も徹底 して行 っている研究機

として はじめて参加 した大 学院 の面接試験 で した。 教
育機 関"あ るい は 研究者育成機 関"と しての大 学院 を
選ぶ側か ら初 めて体験 したわ けですが、受験生の目的意
識、研究意欲 を尊重する選抜方法 は、研究所経験 の長 かっ
た私 に とってはとて も新鮮 に感 じられ ました。 また、そ
の後 の大学院教育 を見て も、学生 の将来 の独創性 の開花
を時間 をか けて待 つ な ど大学 (院 )で なければで きない
や り方であると思 い ます。 この ような反面、なかなか研
究 の視点 の定 まらな い学生 は、救済 され に くいので はな
いか と思 い ます。着任 してか ら5カ 月 の短 い期間で、入
学試験、講義、修 士論文審査 な ど大 学人 としてのメイ ン
メニ ューの い くつか を こなして きました。 その どれ もが
大変重要 で、骨 の折れ る仕事 であることを実感 してお り
ます。 しか し、 これで、「研究所 の先生 は雑用がな くて

関 であると思 い ます。必然的 に、組織 は コンパ ク トであ

楽 で よい (本 当 は雑用 もあ り楽で はな い のだが)」 とい
う研究仲間か らの冷 たい視線 か ら解放 されるのは私 にとつ

り機動力があ りました。教 官― 事務官 一技 官 の連 携 は、

ての小 さな喜 びです。
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植物 園雑感
福

田

裕

穂 (植物園)

仕事 はまさにそのような幸福 な例だ と思い ます。そして、
このような文脈 において植物園がサイエ ンスの面 か らも、
実際 の面 か らも自然保護の中心的役割 を果 たせた ことを
誇 りに思 い ました。植物園は、 このような実践 に加 え、
教育 の面か らも、今後 とも社会 の 中での 自然保 護・ 種 の
多様性維持 へ の積極的 な貢献 をしてい く必要 があるのだ
と考 えて い ます。
植物園 は多様 な役割 を担 っています。理学部附属 の植
物園 として、学部・ 大学教育 へ の貢献、進化多様性 お よ
び形態 。発生研究 の世界的中心地 としての役割、一般 に
今春、植物園 にち ょっ といい ことが あ りました。技官
の下園文雄 さんが、長年 にわた る小笠原の絶滅植物 の保
護 の仕事 によ り、松下幸之助花 の万博記念賞 を受賞 した
のです。下園 さんを リー ダー とす る植物園のチー ム は、
小笠原固有 の植物 で絶滅 の危機 に瀕 してい るムニ ンノボ
タ ンをはじめ数種 の株 を植物園 に持ち帰 り、組織培養 を
用 いて繁殖 させ 、それを再 び小笠 原 に戻す とい う作業 を
行 って きました。 その結果、 自生 して いた親 株 が枯死す
る直前 に、植物園 で生 まれた新 しい株 を小笠 原 に根付 か
せ る ことに成功 したので した。新 たな培養法 の確立 か ら
はじめて、植物 の栽培法、小笠原 で根付 かせ るまでの努
力、 さらには、なぜ小笠原で絶滅 しようとして い るか に
ついての生態学的 な考察 まで含 んだ仕事 が高 い評価 を受
けたわ けです。その詳細 については、下園 さんにお まか
せす る ことに して、 この受賞 に触発 されて私 が植物園に
ついて考 えた ことのい くつか を記 してお きた い と思 い ま
す。
私 は昨年 10月 に着任 したばか りで、下園 さんの これ ま
での仕事 をかな り客観的 に評価 で きるよ うに思 うのです
が 、私 か らみて下 園 さんの仕事ですば らしい と思 ったの
は、その 内容 はもちろんですが、 この仕事 が、植物園、
東京都、環境庁、小笠原の多 くの人たちの協力 によって
成 し遂 げ られた とい うことです。言 うまで もない ことで

開かれた植物園 として人 々 の憩 い、社会教育の場 として
の役割、 そして、 自然保護・ 多様性維持 へ の協力。 いづ
れ もや りがいのある仕事 で、今後 ます ます、植物園 の重
要性 は増 してい くもの と思われ ます。一方で、多岐 にわ
た る植物園事業 は、近 年 その仕事量が急激 に増力日し、限
界 に達 してい ます。 その しわ寄 せ は、植物園 の事務局、
技官、教官の過労働 とい う形で現れて い ます。理学部 の
ご厚意 により、植物園 の 中 の施 設 は少 しづつは良 くなっ
て きてい ます。 しか しなが ら、昭和 38年 当時、イヽ
石川、
日光両植物園合わせて20人 いた技官 は、現在半分 の10人
で、今年退官 になる植物園 の生 き字引 とも言われ る技官
の方の後任 の補充 もあ りませ ん。 また、 日光の分園の教
官 ポス トも、教官の転 出後、補充す る許 可 が下 りず、分
園 の業務 に支 障がでつつ あ ります。植物園予算 も一――
―愚痴が限 りな く続 いて しまい そうなので、 この辺でや
めてお きますが、 いづ れにして も、理学部 の皆様 の暖 か
い ご支援が植物園事業 を行 う上で是非 とも必要であ り、
ご支援 を切 にお願 いする次第です。
原稿 を書 い て い る今、植物園 の梅 が花盛 りです。非常
に多 くの種類の梅が、青 い空 に映えて咲 き誇 ってい ます。
4月 には、小石川植物園は桜 で埋 ま ります。植物 園 は、
大 げさに言 えば、私 たち人 類 が生 き延びるための 自然 に

すが、 自然保護 の仕事 は個人ではで きず、 多 くの人 の献

対す るあ り様 を、都会の中で最 も身近 に感 じとれ る場で
あると思 い ます。皆様 も、命 の洗濯 に、植物園 にい らし

身的な協力 の下 にはじめて可能 にな ります。下園さんの

てはいかがで しょうか。
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『新 しい言葉』
深

田

吉

孝 (生 物化学専攻 )

い。拒絶反応 を起 こさせないことが、強 い感染力 の原因
の一 つのよ うだ。 この言葉 は (少 な くとも私の)研 究室
の一部 の院生 に感染 している。 セ ミナーの発表 で「…な
んですけどもォ、 …で して ェ、 … とい う訳で ェ、 …」 と
い う院生 に気 づいた。「・…です。従 って…だ と思います。」
といった断定的な表現 を避 けて結論 をぼやか し、明確 な
主張 をせずに保身 して い るのである。同 じ理由だ と思 う
が「新 しい言葉」には、文章全体 をぼやかす「 いちお う」
「 とりあえず」 といった言葉 を多用す るとい う特徴 もあ
る。「 とりあえず試 み ましたが、 い ちお うネガティブで
新任教官 の 自己紹介 とい うと、皆 さんは一体 どんな こ
とを書 いてお られるのだ ろうか。少 し気 になって、 これ
まで勤務 して いた教 養学部 の学部報 をい くつか拾 い読 ん
でみた。 そこで 目につ いたのは「○〇年ぶ りに この駒場
に帰 って きてみると…」 とい うフレーズで、本学出身者
の多 さに改 めて驚 かされた。小生 がかつて勤務 していた
教室 (京 大 。理・ 生物物理 )は 比較的新 しい教室 とい う
こともあってか、教授 の多 くは他大学出身だった。 ヘ テ
ロでない集団では充分 なガイダ ンスが得 られ ず、 よそ者
は事情がわか らず苦労する ことが ある。 3年 前、 この大
学 (教 養学部 )に 来 て悩 まされたのは教育面 での「言葉」
だった。例 えば「 シンフ リJを 知 らない私 には、単位 の
懇願 に来 た前期課程 の学生 が「 ドラは困 る」 だの「シケ
タイが悪 い」 だの呪文 を唱 えて もチ ンプンカンプンで、
早 々 にお引 きとりいただ くしか術がなかつた。 この よう
な言葉 の延長線上 には、「業界用語 (研 究室 スラング)」
がある。卒業研究 で研究室 に配属 されて「サチ る」 とい
う言葉 を知つて感動 し、これを何 とか使 ってみたいと思っ
た。「 業界 用 語」 を使 う こ とは、 その 言葉 が 通 用 す る
「業界」 の一 員 で ある ことを示す ように思 えたか らだ。
ところが、このような自分の過去 を差 し引 いてみて も、
最近使われ始 めた 「新 しい言葉 Jの 危険性 と、感染力の
強 さには寛容 でい られない6こ の言葉 の特徴 の一つは、
句点 (ま る)を 避 けて、やた らに文章 を続 けるところに
ある。「・…で ェ、 … す るしィ、 … だけ どォ…Jと い う会
話 はよ く耳 にす る。延々 と文章 が続 くので、書 くとバ レ
るが聞 いてい ると何気 な く耳 に入 って しま うのが恐 ろし
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した。」 これ らの副詞 は英文 科学論文 で は訳 しようのな
い、 つま り多 くの場合、 あ り得 ない言葉 である。 もう一
つの特徴 として、文章 の途 中で軽 く切 って疑間文 の よ う
な発音 を挿入す る語法 が ある。「・…の ク ロス トー ク ?み
・
・J抑 揚 を上 げて相手の様子 を探 るので、
た い な現象が・
聞 いて い る方 は、 その言葉 に反応す ることを強要 されて
い る錯覚 に陥 る。相手 の様子 を見 つつ、矯正 あるい は反
論 され る気配 を察知す るや 身 を翻 して逃 げよう、 という
会話用法の よ うで もある。
スペ ースの都 合 もあ るので、 この辺 りで止 め るが、
「新 しい言葉」 のエ ッセ ンスは「曖味 さ」 であ り、書 き
言葉 にす ると決 して通用 しない。 ゆえに、 この言葉 の達
人 に文章 を書 いて もらうと、小 学生の感想文の ごとき文
章 が 出来上 が る。私 は当初、 この言葉 は若手のテ レビタ
レン ト等 だけが (意 識的 に)使 う特殊 な ものだ とたかを
くくっていた。 しか し、すでに書 いた ように、 この大学
の研究室 に も若 い感染者 は多 い。 ゾッとするのは、ふ と
自分 の回か らも飛び出 して しまうのである。 自戒 を こめ
てひ とつ 自己紹 介 を。「私 の研究 はァ、外界 の光 シグナ
ルが網膜 の視細胞 ?な んかで どんなふ うに情報変換 され
るか、 という研究 なんです けどもォ、 いちお う蛋 自質 の
分子 レベルが 中心 で して ェ、最近 では、 サーカディア ン
リズム ?み た い な生物 リズムが ァ、地球の24時 間 の明暗
周期 に同調す ることを利用 しまして ェ、脳 の時計細胞 の
光 シグナル伝達過程 を調 べ る ことによって ェ、 とりあえ
ず生物時計 が発振す るメカニ ズムを調 べ たい と思 うてる
・鳴呼。
んですけどォ、」 ¨

