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く大学の動き＞

昭和56年度医学教育等

関係業務功労者の表彰

文部省では，毎年医学又は歯学に関する教育 ・

研究もしくは患者診療等の補助的業務に関し，顕

著な功労のあった者に対して医学教育等関係業務

功労者表彰を行なっている。本年度は11月16日，

文部省において表彰式が行なわれ，本学関係で

は医学部附属病院管理課 山口イサ技官および

加藤ひさ事務官がそれぞれ文部大臣から表彰を

受けた。

く部局の動き＞

創立30周年を迎えた防災研究所

防災研究所では，11月17日に文部大臣代理近藤

文治文部省大学局科学官（本学工学部教授），沢田

敏男総長ほか学内外からの来賓約 180名を迎え，

京大会館において創立30周年記念式典を挙行する

とともに， 『京都大学防災研究所三十年史』を編

集出版した。

災害に関する学理及びその応用の研究を目的と

して，本研究所が京都大学に附置されたのが昭和

26年である。設立当初は災害の理工学的基礎研

究，水害防御の総合的研究，民害風害などの防御

軽減の総合的研究を行なう 3研究部門であった

が，現在は，地震動，微小地民，地かく変動，地

良予知計測，塑性構造耐震，脆性構造耐民，耐民

基礎，地銀民害，砂防，河川災害，内水災害，

海岸災害，地盤災害，地形土じよう災害，地すベ

り，耐風構造，災害気候，暴風雨災害の18研究部

門がある。さらに附属施設として，宇治川水理と

潮師風力の 2実験所，桜島火山， 鳥取 ・北陸の微

小地震，上宝 ・屯鶴峯 ・宮崎の地殻変動， 白浜海

象，大潟波浪，穂高砂防，徳島地すべりの10観測

所，防災科学資料と水資源研究の 2センタ ーが設

置されている。

本研究所は，自然現象の広い分野にわたって，

異常現象の実態把握，理論や実験によるそのメカ

ニズムの究明，さらには，それを用いた災害予知

や軽減対策に対する基礎的研究を一貫して行な

う，世界的にみても誠にユニークな研究所であ

る。その研究成果は，災害科学や防災科学の発展

に寄与するとともに，わが国の防災対策の上にも

数多く適用されている。

わが国土は狭小で天然、資源に恵まれず，そのう

え災害を蒙る危険が極めて大きいとし、う環境の下

にある。この国土に 1億人以上の人々が住み，さ

らに一回の生活の向上と福祉の増進が望まれてい

る。国土をまもり，人命を保護し，また，積極的

に生活と生産の基盤を整備することは，その基本

的要件の一つであって，それには災害科学ないし

防災科学の飛躍的発展にまっところが極めて大き

く，本研究所の責務は重大である。

本研究所では，これまで5年ごとに記念の行事

を行なっているが，これは常に創立当時の初心を

忘れず，過去を反省し将来の発展を考える一つの

機会を与えるためで－ある。ここに，関係方面のご

理解とご支援に深謝の意を表するものである。

（防災研究所）

農学部・植物生殖質研究施設

創立10周年記念講演会

農学部 ・組物生殖質研究施設では11月7日（土）

午後 l時30分から 4時30分まで，農学部大講義室

において，創立10周年記念講演会が開催され，次

の講演が行なわれた。

日本政耕起源論の最近の動向

国立民族学博物館教授佐々木高明

西南アジアにおける穀類の起原と分化

阪本寧男

（民学部）
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第29回食糧科学研究所講演会

食糧科学研究所では11月6日（金），宇治地区

研究所総合館5階大会議室において恒例の学術講

演会を開催した。午後2時から同 5時まで‘行なわ

れ，学内外から多数の来聴者があった。演題と講

師は， 次のとおりであった。

－・····~·＂・..... ~ ..円......円....・...門戸....

昭和56年度京都大学市民講座

講演要旨 E
..........・H・H・....・M・－．・・・.....・・H・.....· ~ · ...・・

新しい穀類の創造を考える

j見学部教授常脇恒一郎

食糧問題が人類の将来に大き く係わっているこ

とは論をまたなし、。そこで，穀類の育種改良の分

野でも作物自体の生産力を高める研究がいろいろ

行なわれている。こ与では，コムギを用いた二つ

の試みについて述べる。

現在のコムギ品種は純系である。違った品種を

交配して雑種をつくると， 20組合せに一つ位は標

準品種より20～30%収量が高くなる。そこで，雑

種コムギを育成して雑種強勢によって収量を伸ば

そうとし、う試みが世界各国で始まった。雑種コム

ギの育成には雄性不稔系統と稔性回復系統が必要

である。コ ムギはふつう自家受精を行なう。これ

を防ぐため花粉をできないよ うにしたものが雄性

不稔系統である。一つの品種の雄性不稔系統を母

親とし，これに別品種の花粉を配して雑種をつく

ったとき，この雑種が正常に結実するには花粉が

できなければならなし、。そこで，花粉親となる品

種に花粉を正常に発育させるための遺伝子を入れ

ておく。これを稔性回復系統という。われわれは

日本の約20のパンコムギ品種を用いて雄性不段、系

統と稔性回復系統をつくった。このうち，開花期

のあう品種の系統を組み合わせて同じ畑に植え，

他家受精で大量の雑種種子を得た。これを数ヶ所

の試験地で試作した結果，標準品種より20%前後

収量の高いもののあることがわかった。しかし，

その実用化にはまだ克服しなければならぬいくつ

かの欠点がある。

パンコムギはマカロニ コムギの仲間と野生のタ

ノレホコムギの維種からできた穀物である。タノレホ

1 .食品の加工に伴う有害因子林 力丸

2.大豆中の新規成分と

その機能 小林昌格

3.食品泡沫におけるタンハク

質の機能的役割 土井悦四郎

4.私のタンパク食糧学入門 米漂大造

（食粗科学研究所）

コムギがマカロニコムギの最良の配偶者であった

かは疑問である。そこで，カナダのマニトパ大学

とメキシコの CIMMYT（国際トウモロコシ ・

コムギ改良センター）を中心に，マカロニコムギ

とライムギの雑種からパンコムギに代わる新作物

をつくる研究が進められてきた。この両親からは

パンコムギよ り収量が多く，寒さや病気に強く，

やせ地にも作れる作物の生まれることが期待され

るからである。ライコムギとよぶこの新作物育成

の研究は20年前から始まったが，すでにパソコム

ギより収量の高いものができている。しかし，パ

ンコムギの代替品に使うには若干の問題があり ，

その用途がまだ充分に聞けていない。

雑種コムギとライコムギの研究はともにその開

始から20年たつが，本来の目標である格段に収量

を伸ばすことには成功していなし、。このような新

しい型の穀類を創造し，作物として定着させるに

はさらに長い年月が必要である。

(10月31日）

画像医学 一病気を絵でみる一

医学部教援烏塚莞繭

病気の診断にあたり，最近，患者に大きな負担

を与えず非侵襲的，非観血的な検査として，各種

のエネルギーを生体に照射して，その反応の相違

を捕捉して，電子計算機などの使用により ，病態

を画像として描写する画像医学が急速に発展して

来ている。

1895年， Rontgen教授は可視光線よりエネル

ギーの強い電磁波が身体を通過することを発見

し，これをX線と名付けた。 X線を使用すれば，

身体の中が透視出来るので，その透過像をX線フ

ィノレムに撮影して臨床利用が行なわれるようにな

った。 X線検査は形態異常の描写にすぐれてお
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者の数も最近の数年間で急上昇してきている。相

談室の役割は， このような社会的な要請を受け

て，ますます重いものとなりつつある。年間の面

接回数は，昭和55年度で，延2,296回に達してい

る。

相談室を訪れる人は， 2歳から80歳まで，さま

ざまであり，その相談内容も多種多様である。子

どもの自閉症，夜尿，チックなど，あるいは，青

年期の対人恐怖症などのいろいろなノイローゼ，

あるいは身体的な障害として現われる心身症など

の悩みをもって，多くの人が来談される。最近の

傾向としては，精神病理学的には「正常」としか

言いようがないが，深い心理的問題をもち，不安

を潜在させている人の来談が目につくことであ

り，現代人の不安の深さを痛感させられるのであ

る。このような人の来談は今後も増加することが

予想される。

心の問題は身体の問題にも関連してくるので，

本学医学部附属病院の精神科神経科はもとより，

小児科，内科などの先生方に陰に陽に協力や援助

をお願いしてきている。相談室の活動は，今後ま

すます学際的な研究を必要とすることになろう。

なお，相談室の研究活動として， 相談室の紀要

『臨床心理事例研究』が， 1974年以来毎年一回発

刊され，学界からも高い評価を受けている。

（教育学部）

ゃな~＜ ぽ

柳久保乙869の 2! 白馬山の家の開設
（交通機関）

は〈ばおおいけ ． 
毎年，利用者から好評を得ている白馬山の家 国鉄大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄 f

を，今冬も下記のとおり開設しますので，本学 パス「親の原」下車，徒歩約20分

の学生及び教職員で利用を希望される場合は， 3.開設期間 12月20日（日）～ 1月10日 （日）

下記を参照のうえ，申し込んで下さい。 ならびに 2月20日（土）～4月

この山の家は，中部山岳国立公園白馬山麓の 10日 （土）

初池高原にあり， 四方を北アルプスのi段々に囲 4.所要経費 1人 1泊使用料80円，暖房料

まれ，冬季には積雪量も多く，雪質の良さとと 50円，ほかに食費等実費程度

( もにスキーには絶好の条件を備えています。

建物は， 山小屋風の木造2階建地下 1階で，

間取りは， 1階に食堂兼談話室， 2階が寝室

（ベッドで42名収容），地階が浴室，乾燥室等に

なっています。
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巨宝l
佐々 憲三（本学名誉教授 ・理学博士）

11月18日逝去， 81歳。本学理学部卒。昭和20年本学理

5.申し込み及び利用に関する詳細の問い合せ

は，体育会事務室（西部構内

総合体育館内，電話学内2574)

あてにして下さい。

6.備 考山の家のある栂池高原には，初

心者向きから上級者向きまで各

種のゲレンデがあります。

（学生部）

学部教授就任，同38年退官。その間理学部長（昭和32年

～34年）， 防災研究所長（昭和36年～38年）を歴任。昭

和46年勲二等旭日重光章受章。専門は地震学。
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