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基研 の共 同利用研 と しての意味 と
役割 につ いて大学 か らの コメ ン ト
富山大 ･理

松

本

賢

一

与 え られた上記 テーマについて,基研の基礎物理学のセ ンター としての機能 を如何 に維持向上 させてゆ
くか との観点 か ら, 当面痛感 す る 2点 をコメン トす る｡
1. 図書 ･文献 と研究情報 セ ンター機能 の整備
基研物理学 のセ ンター としての役割 にふ さわ しい親書 ･文献の充足 と研究情報 ネッ トワー クセンター機
能の保持 を図 る (予算要求 と共に,支出現在枠 の見直 しと図書 ･文献‑の支出枠 の優先的拡大 )0
2. 基研研究計画の果す役割 の維持向上の工夫

最近 み られ る科研費等他研究会用財源の増大傾向 (特 に国立大研究機関に於 ける )とそれに伴 う基研研
究計画用財源 の相対的減少傾向 の中で,基研研究計画の果す役割の維持 向上は, これ迄以上 に努力 を要す
る課題 となっているが,最 も重要 な課題である｡そのために,従来型研究計画 を大事に継続発展 させ ると
共に,その一定枠 を転用 して,基研 で行 うことの長所 を生 か した有効で特色 のある新 しい型の研究計画 を
創案実施する必要性 に迫 られていると思 う｡
一例 として,期 間 1ケ月 (レクチャー,討論,分担及 び共同の検討,い くつかの共同研究 の生成等 を期
間内に包含 し得 る )程の,若 手研究者 を主 とし若干の不可欠 な年輩研究者 を含 む適 当規模 (自己負担且全

Iのイ メー ジに も近 い )｡従来型研究計
期 間参加 な ら希望参加可 )の研究会 が考 えられ る (1ケ月型 KS
2‑0.
3と後者 の 0.
4‑0.
5程度 )を転用すれば十分実
画 とア トム型研究員制度 の財源 の一定枠 (前者の 0.
施可能 であろ う｡
この様な研究会 は亦,基研所員 と研究会参加者 との共同研究 の機会 を増 し,基研 の固有研究 と共同利用
の関係 にとって も相互 プラス的 に働 くであろ う｡
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益 川 :基研 は理論全般 の研究所であ り,他 の研究所 は理論 +実験 で各 々の分野に密着 した研究所である｡
この両方 が必要であることは実験家 も含めて多 くの人 の賛同 を得ている｡この点牧氏 の発言 は有
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力である｡

2つの型 の研究所 の必要性 を今 の時点で c
onc
e
pt
やi
dent
i
t
yとい う所 か ら考 え直 して理論化す
る必要があ る｡そ うい う点で分野 を横断す るとい うよ うな研究会 の数が増 えてい る｡時代 の流れ
の中で分野に とらわれない研究会 の組織 が必要 とされている0
も う一 つ として,基研 の研究部員会 で は,これまで,共同利用 のあ り方,基研 の使 われ方等議論
されてきてお り,研究会 のあ り方 もア トム型等 も元来 は こうい う形が良い といった議論 の中か ら
実現 して きた もので あ り, YKISも, 苦 しいなが らも続 けて きて最近やっと定着 して きた もので
ある｡そ ういった意味 で,今 の新 しい流れ の中で必要 な研究形態,研究組織 に関す る議論 が最近
欠 けてい るよ うに思 われ る｡
議論 の中か ら方向性 が出て くることがあ り,やは り議論 を始 めることが重要 である｡一例 とし
てネ ッ トワー ク,研究情報 に関 して共同利用研 として基研 が どの よ うに担 うか とい うことは議論
を始 めるべきである｡核物理関係 の将来計画 が ここ数年の うちに大 き く動 き出 そ うと している｡
これ は,核物理研究者 が一致 した ことと,近接分野 の人 を動 か した こ とが要因 となっている｡基
研 と して も,核専委 レベルでの支持 を得 ることは重要 である｡ また近接 分野 の支持 をとりつけ る
こ とも必要である｡

川 崎 :基研 を根本的 に変 えてい く好機 ではないか とい う点 について議論 をお願 い します｡
西

島 :制度 として古い ものがそのまま残 っているとい う感 じがす る｡

議 論な ら良いが,細 かい事 まで決 めるには不向 きであ り, このよ うな場合 には適 当な委員会 を設
けることが望 ま しい｡
例 えば助 手人事 について も,研究部員全員が しば しば集 まるわけにはいかず,普通 の大学 の よ
うに 1週間ない し 2週間に一度,人事委員会 を開 くことがで きない｡従 って,一つ の人事 に 1年
かかるといった不合理 な ことが生 じ, このよ うな点 を近代化す る必要があろ う｡

l
e
xi
bl
eにす る必要 が ある｡発足 当時 と状況 も違 い,
もう一つ,任期制度について ももう少 しf
また基研 その他 の研究所 を除いては一般 の大学 では任期制 は採用 され なかった｡ アメ リカのよ う
に,全てのポス トが任期制 とい う所 では うまく機能す るが, 日本 のよ うに数少 ない所 だけで任期
制 を採用 してい ると困難 を生 じる｡ 1つは任期 があるために落着 いてい られない とい うこと,同
時 に, もっ といて もらいたい人 にいて もらえない とい うこともある｡任期制度 の f
l
e
xi
bi
l
i
t
yにつ
いては人 に よ り, また研究所 に よ り解釈 が異 なる｡例 えば, 日本 では教授 となった人が任期 の為

l
e
xi
bl
eな解
アメ リカに転 出 して しまった とい う実例 もある｡ この よ うに,任期制度 に関 しては f
釈が必要で ある｡
山口嘉 (東海大理 ):昔 の議論 を紹介する｡坂 田氏,朝永氏 は助 手,助故授 は ともか く教授 に任期 をっ け
ることに反対 であった｡理 由 としては,仕事 が大 き く育 たないこと,学派 を作れない,学問がす
たれ る とい うことであった｡ この時点では 30代半 ば位 な ら良 か ろ うとい うことで始 めた｡学閥
を打破す る意味で,人事交流 を促すべ く始 めた ものである｡その後,試行 として始 めた ものが黄
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金律 となって しまった｡毎期 付の共同利用研 の研究者 の移動 に関 して,受け入れ側 (大学 )では,
ほ とん ど配慮 されないのは残念で ある｡
益

川 :任期制 の悪 い面ば か り強調 されているが, しん どいなが らも全国の 大学の人事交流 の要因 として
共同利用研 が大 きな役割 を果 た してい ることも考慮すべ きである｡基研部員会 で もずっ と議論 し
てきた ことであ り,任期制 に対す る考え方は,時代 と共 に変わってお り, で きれ ば任期制 の果 た
してい るいい側面 を守 りたい とい う姿勢が ある｡

牧

:任期制 とい う言葉が不用意 に使 われ ることがあるが,基研 の場合 は所 員公募の度毎 に任期 をっけ
るか ど うか,何年 とす るか を議事 として決 める｡慣行 として この方式 が踏襲 され て来 たが,厳密
には "制 度 〝ではない｡ この点 は生前湯川先生が常 々注意 してお られ たので,私 も同 じ立場 で任
期制 とい う言 い方 を避 けて きたつ も りであ る｡
つ いでに, よ り一般的 なコメン トをしたい｡
1) 所員 に任期 が あることが,全国的 な人事交流の促進 に役立 った と評価す るとき,定量的 な分
析 をふ まえて論 じない と説 得力がない｡各所員の任期 は周辺の大 きな困難 をお して,何 とか曲 り
な りに守 られ てきたのだか ら,たんに定性的 に メ リッ トを強調 す ると一面的 な議論 に陥 り,事柄
の他 の面が見失われ る危険 を感ず る｡
2) 学問 は一生 の仕事 だか ら安定 な身分保証 の下で じっ く り取 り組 みたいが,その ことと時期 に
応 じて積極的 に別 の研究環境 を求め ることとは本来矛盾 しないはずである｡ この点 では官庁や企
業 の方 が進 んでお り,公務員 な り社員 な りとい う,定年 まではほぼ安定 した雇用条件 の下で適宜
に配置換 えや転任 が行 なわれ沈滞 を防いでい る｡大学 は各大学 が独立 に教官人事 を行 うので,任
期 のシウ寄 せは, きれ い事 を並べて も結局 は当人が負 わねばな らないのが実態であ る｡
これは,人事交流 (それが自己 目的化 されてはな らないが )に関 して現在 の学術体制 に何 か欠
落 した ものがあるこ とを意味す る｡ フランスの CNRSは教 授級 か ら若 手研究者 まで 1万人以上
の研究者定員 をもってお り,研究 プ ロジェク トに応 じて配置 され る研究機 関 (大学 をふ くむ )を
変 えることがで きる｡実状 とみて固定化 の傾向があるにせよ原理的 にはそ うなっている｡大学の
壁 を超 えた人事 が進 め られ るよ うな何 らかの これ に似 た合理的 システムを導入 しない限 り, 当人
も周 囲 も苦 しむ状 況がっづ くであろ う｡

川

崎 :任期制 の問題 の 1つは所員にプ レッシャーがかかる点 にある｡
責任 の所在 がはっき りしていれば良い｡

5
0過 ぎてか ら動 いて もあま りメ リッ トはない｡若 い時 に動 いて こそ意味がある｡

山仁
廃)
:任期 を守 ることが コンセ ンサ スであるな らば,各大学 の方 は共同利用研 の人の受 け入れに関 して,
今 まで以上に努力 して もらいたい｡
共同利用研 に人 を推薦 す る場合 は,数年後の転 出に際 して も面倒 をみ る覚悟が必要 である｡
実際上 ,そのようなこ とが不可能 であるな らば, カッコいい議論 だけをす るのでな く,限界 に来
ているのな らそれ を素直 に認 めて,例 えば任期 を過 ぎた所員にプ レッシャーがかか らないよ う配
慮 してほ しい｡
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佐藤由 (京大理 ):任期制 でな くて もよいが,他 に人事交流 を促す方法 はあ るかo基研規模 の所 で皆がず
っ と動 かないのは 目もあて られない｡任期制 に代わる人事交流 の方法 を捜すべ きで ある｡
山田由 (金沢大理 ) :動 く先 がない とい う場合 には, どこまでの範囲 を考 えたかが重要 である｡ もっ と広
く捜 せば協力す る所 はあったのではないか｡
逆 に言 えば,そ うい う機会 に普段 は得 られない良い人が来て くれ ることもあった｡
牧

:日本 の制度上 の欠陥で ある｡例 えば フランスでは CNRSが あ り,動 くこ とが制度的 にできあが
ってい る｡ 日本 では,会社 員等 のよ うな終身的保障がないため,交流が うま く進 まないのである｡

松本㈲ :議論,考 えの幅 がせ まい｡大学院のある大学 に固執すべ きでないo私大 もあ り,地方大 もあるo
業績 のある人 こそ研究条件 の良 くない所 に出て,研究環境 を改善 してバ リバ リや って もらいたい｡
任期制 について,弾力的 に運用 してい くことには賛成だが,考 え方 はもっ と積極的 に して もらい
た い｡

川 崎 :部員会 の組織 をどうす るかにっいて議論 を進 めたいんですが｡
山脇 (名大理 ) :確かに 30年前の制度で,太古 の制 度 です が,現実 の部員会 で,何 か非常 に不都合な事
があって,部員会 の制度その もの を変え る必要があるの か｡助手 の人事 についてです が,普通 の
大学で も数 ヶ月で決 まるのはそれ程 多 くない と思い ます｡現在 の部員会 はそ う細 かい議論 は して
いない と思 うのですが｡
川

崎 :助手の公募 だけでな くて もっと根本的 な問題があ ると思 います｡基研 の存在意義等 もか らめて議
論 を進 めていきたいんですが｡

並

木 :いろんな分野 の人が集 まって議論 す るとい う基研 の性格 を再認識 す る必要がある｡部員会 は,そ
うい う方向の議論 をす るのに適 しているのではないか｡ ただ,研究所 の種 々の運営 についてのみ
議論 して物理 の事 が希薄 にならない様 に うま く持 っていかねばな らない｡
部員会 の効率については,30年前 か ら繰 り返 して議論 され てきた｡

牧

:同 じ様 な意見ですが,今 の運営委員会,研究部員会議は,3
0年前 にで きたがいい組織 だか ら長持
ちす るんですね｡30年前 の初心 を思 い起 こ して もっ と弾力的 に考 えていった方が よいのではない
か と思 う｡

益

川 :ユーザー ･グループの問題 があるんですね｡学問 の分野 と違 って,ユーザー ･グルー プは人間で
すか ら慣 性が大 きい｡それ は,部員の選 出の仕方 に も関係 が ある｡

川

崎 :部員会 で議論す る内容 を分類す る事 も必要ではないか｡

西

島 :人事 の話 ですが,他大学で 1
0回程 度行 な う会 議 が基研 ではで きないんです｡年 2回だ と5年 か
かる｡従 って基研 で ももう少 しきめ細 かい対応が したい｡つ ま り,研究部員会 を全廃 せよとい う
事 でな くて,テーマによっては部員会全体 での議論 は不適 ではないか｡研究部員会 は大づかみの
ポ リシーの議論 にあてた方がいいのではないか｡

川

崎 :部員会 では,小 さい事 を延 々と議論 しす ぎで根本的 な所 は完全 に抜 けているとい うのが私 の印象
です｡

土岐 (都立大理 ):部 員会 は新鮮 な感 じで好 きなんです｡すべてがてきぱ き進 んでいる感 じがす る｡み

‑
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んながいいたい事 をいいあって, また違 う分野 の研究会 の内容 を話 した り,批判 した り,s
uppor
t
Lた りしていいんですね｡人事の問題 では大 ざっぱな話 は研究部員会議 で して,細 かい話 は ワー
キ ング ･グルー プ等 ですればいいのではないか｡
川

崎 :部員会 の話 は聞いてい るのは面 白いが,それで終 わって しまうのはど うだろ うか｡

井町 (九大理 ):先程 の所長 の意見 に も出て ま したが,小委員会みたいな ものを作ってい く方式 を考 えた
らど うか｡具体的 には,人事委員会 の事が昨 日でていたのですが,その方向で何 か｡
益

川 :部員会議 のや り方にかな り関わってい る気 がするのですが｡人事 の進 め方 の点 では,部員会 は分
野決定 と公募 の文面 を決 める所 までやって運営委員会 で人選 をや る｡運営委員会 は 20人 を下回る
規模 なので, くり返 しして開催 することも不可能 でない｡部員会 としては,新 しい分野 にシフ ト
してい こ うではないか等 の議論がかな り重要 なのではないか｡大 ざっぱな議論 は ワーキング ･グ
ルー プ と部員会 を組 み合 わせてや っていけると思 う｡つ ま り,工夫すればかな りや っていける し,
過 去に もや ってきた と思 う｡

佐 々袖
益

(広大理論研 ):分野決定 は ど うい う風 に決 められ るのですかo投票す るのですかO

川 :そんな事 はない｡たいがいそんな事は しないで決 まっている｡

佐 々オ廟 :対立 してい る場合 は ど うや って決 めているのですかO
益

川 :最終 的 に対立 していれ ば,投票 す るんで しょうけ ど議論 すれば, こちらに重点 を置 くべ きだ とか
ね,結論 が得 られ る｡

0人 の コンセ ンサ スが得 られ るのですかo
佐 々オ廟 :3
佐鞄 幻(京大理 ):人事 と部員会議 は関係 ない と思 っていたんですがO公募 の分野 の書 き方 を部員会議 で
や るのが慣習 であった｡人事 が運営委員会 で決 まれば,その前 後はないですね｡新 しい分野 の問
題 がなければ, ある程度 ルーチ ン化 してもよい と思 う｡ルーチ ン化す るにはあらか じめ分野 の事
を話 していなければ な らない｡間 に議長団会議があるので,せめてそ こで代行 できるとか して後
で了承 をとればいい｡ それ と今 回 は,特殊 な問題 が密接 にか らんでい る｡
宇宙物 理 をす べ ての分 野 の人事 とか らめて,部員会志 で議論 す る事 になってお り,それは,分
野 をど うす るか とい う非常 に重要 な問題 となってい る｡
西

島 :分野 と人事 は関係 があ ると思 います｡今回は, 2つの問題があ り, 1つは分野が決 まらない事で
あ り, も う一つは助 手 の定員 削減が迫 ってお り,出来 る限 り早 く使 わない と使 いに くくなること
です｡今 回は特殊 だ といい ますが, どんな場合で も特殊 な事 がでて くるのではないで しょうか｡

井

町 :昨 日の部 員 会 で も! 分野や人事 の問題 については, これか ら少 し検討 しよ うとい う事 になって
い るので, これ をふ まえて議論 を進 めるとい う事 で宿題 に したい と思 います｡

井

町 :西島 さんは基研 を拡大す るの も今 がいい時期 か もしれない と言 われ たけれ ど,基研 の将来像 につ
いて何 か御意見が あ ります か｡

青木 (基研 ):今 まで と違 う内容 で話 します｡基研 が コンピュー タのネッ トワー クな どの情報 の中心 とな
れば,全国 の大学 に利益 が還元 され る｡
佐軸

(東大理 ) :基研 は国際的 な研究所 をめざすべ きだ と思 うo最先端 の研究 を してい る外国人 が短期
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的で もいいが,常に ここにいるとよい｡文部省 レベルで方向が決 め られ る前 に,研究者 レベルで
改変 してい く方 が よいのではないか｡
河原林 (東大教養 ):国際交流 とよく言 われ るが,その中身 を議論 してほ しい｡

並 木 :構想 と しては結構 だが,今外側 で嵐 が起 っている中で ど うす るかが問題 ｡仮 に,理論研 と合せ て
国立研究所 になった として,国際交流 を目玉 としてい くのかど うか,今嵐 の中で どうす るかが問
題｡例 えば理論 グループとして I
APをど う考 えるか｡
益

川 :理研 に 3分 の 1が外人 である新 しい研究組織 ができるよ うである｡国際交流セ ンターみたいなも

のが実現 で きるか もしれ ない｡
丸森 (筑波大物理 ) :プロジェク ト的な ものにすれ ばよい｡チーム リー ダー として外国 から来 てもらって,
その参加者 が数 人 ある｡研究会 の内容 もプロジェク ト的な ものに し,世話人 もその会 のチーム リ
ー ダーの性格 の ものになれば よい｡
西

島 :基研 は国際交流 センター となる案が多数 でま したが,基研 の在 り方についていずれ文部省 か らつ
つかれ ると思 い ます｡その具体的対応 と して, ひ とつには理論研 との合併の可能性 もあ ります｡
その場合, 2つの研究所 は,任期や部員会議 な ど運営 の仕方 に関 して異 なってい る｡それ をどの

l
exi
bl
e に対応 できるか と思 って基研 の制度変更 について聞いたのです｡
程度基研 が f

,

佐 々葡 萄(広大理論研 ):理論研 は,戦時中に作 られた 日本 の物理学 の研究所 の第一番 目の ものである｡
当然 なが ら学術会議等の答 申に依 らずに設立 された もので,共同利用研 ではな くて,広島大学 の
‑部局 としての自治 を持 っ｡
見
昨今 では, しか しなが ら,小規模研究所 ( 4部門 10人 )とい うこともあ り,行革 が らみの ｢
直 し｣の圧力が存在す る｡ この関連 で基研 との問題 は過去 に も何 回か浮上 して きた｡我 々は この
間題 を今 後 とも真剣 に検討 したい｡ また同時 に,広島大学内部 での理論研 の将来計画 も考 えてい
る｡現在 でき うる理論研 と基研 の将来計画 をか らませ る具体的 な策 と しては,科研費,概算要求
等 の共同申請 その他 のゆるい結合 が考 え られ る｡前者 (科研費 )については既 に何年 かの経験 が
あ り, 後者 (概算要求等 )については考慮中で ある｡
更 によ り緊密 な結合 を考える将来 計画 に関 しては さき程西島所長 が指摘 された次のよ うな問題
点が あることを確認 したい｡
10 2つの大学に またがる点｡決定 に 2つの評議会 の議決 を要す る｡それに伴 う交渉 の難 しさ｡

20 運営形態 の大 きな違 い｡一方は大学 の固有 の附置研 で他方 は全 国共同利用研｡ これ は人事 ･

任期及びその決定法等の基本的 な点 に関係 して くる｡

30 理論研 の固有 の大学院生 (現在約 1
5名 )の帰属 の問題｡
40 敷地建物等 の問題等が ある｡

佐革 労 '
･数研 と共同でや ってい く方法 もあると思 うo
図書や コン ピュー タな どの施設 を共同に使 い, 中身 の運営 は全 く別 々にや る｡
玉

垣 :東 に国際的な機 関がかたよってい る｡西に理論 のセ ンター的 な ものが あって もよい｡例 えば中間
子 セ ンターな ど｡
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山

口 :場所 を移 るな ら 5年 ,1
0年 ,20年 の時間がかかる｡その時,関西新 学 園都市 などに関 してすば
や く手 を打っ必要が ある｡

井

町 :松本 さんの提案 され た事 について｡

並

木 :松本 さんの言 われた事 は昔や っていた｡昔や っていたこ とが今 で きな くなった｡なぜで きな くな
ったか調 べ る必要があ る｡

益

川 :忙 し くなったか らだろ う｡外 国にで るな ら数 ヶ月滞在 で きるが｡

山田㈲ :昔や った事 が今 や らな くなったo今や った ら出来 るのかo どうした らできるのかo
並

木 :そ うい う事 がで きる事が国際交流 の基盤 になる｡

井

町 :議論 をど う発展 させ るか｡ どう具体化 す るか｡

合 田 (新潟大理 ):時 間的 に判断 をせ まっているものもあ り,将来計画委員会 を作って具体的 に議論 して
ほ しい｡

益 川 :きょうの話 は重要 な問題提起 であ り,今 後,新 旧の議長団で問題 を整理 してか ら議論すれば よい｡
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