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一般討論

1987年 1月 30日基礎物理学研究所 の研究部員会議 の一環 として基研将来計画 シンポジウムが開催 され
ま した｡ ここに掲載 しますのは,そ こで行 われ た講演 と討論要 旨の記録 であ ります｡
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基研将来計画 に関す る問題提起
京大 ･基研

西

島

和

彦

は しが き
1月 3
0日午後行 われ た基研将来計画に関す るシ ンポジュームには大勢 の方 々に出席 していただき,かつ
基研 の問題 について熱心 に討議 していただ き有難 うござい ま した｡その際に私 がお話 しした こと,お よび
質疑 で述 べ ましたこ とを整理 して まとめました｡
基研創設以来,部外者 として基研 の活動 を見守 って きましたが,今度 は部内者 として基研 に入 ります と,
立場 の相異 とはいえ色 々と考 え方が変 り,我 なが ら驚 くことがあ ります｡従 って私 の見方は他 の方 々の も
のか らはかな り距 った もの となってい るか もしれ ませんが御容赦 下 さい｡
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§1 一般情勢

藤尾前文相 が就任後間 もない時 の発言が新聞 に掲載 されたことがある｡それ によると, ｢大学 は教育に
専念 し,研究所 ･大学院 が研究 に専念 すれば良い｣ とい うことであった｡この発言 は極端 に単純化 されて
い るが,行革 を旗印 とす る現在 の政府 の考 え方 を適確 に表現 している｡ これ は教育 と研究 を分離す る一種
の能率主義 の考 え方 であ り,基研 のよ うに基礎研究 に専念す る研究所 は,実際 に効率主義 の産学協同路線
か らは外れて しま う｡更 に,教育 を行 わない基研,大学 に属 してい る基研 は,前文相 の分類 の何れ か らも
はみだ して しま う｡現 に多 くの研究所 の見直 しが文部省 によって行 われ,改廃統合 が検討 されてい る｡そ
して行革 の立場 か ら研究所 の四捨五入 が進 んでい る｡例 えば,東京天文 台は国立緯度観測所 を吸収 す るべ
く直轄化 ‑の道 を進 み,原子核研究所や宇宙線研究所 も同様 の方向 をめざ してい る｡他方竹原 の理論 物理
学研究所 も将来 の方向について打診 されてい る｡基研 について も何れ似 た よ うな事態 が生 ず ることが予想
され る｡

§2 基研 の特徴 と問題点

基研 は最 も古い共同利用研 であ り,他 の共同利用研 と性格 を異にする点 が多い｡先づ素粒子 ･原子核 ･
宇宙 ･物性 な どの基礎物理学 における理論 の複数 の分野 に対応 す るいわば縦型 の研究所 である｡それに反
して,その後設立 された共同利用研 は,何れ も特定 の専 門分野における理論 と実験 に対応 す る横型 の研究
所 である｡
縦型研究所 の特徴 は,種 々の境界領域 を受 け入れ易い とい うこ とであ り,実際に基研 はこの方向で大 き
な貢献 をして きた と思 う｡ しか し個 々の専 門分野に対応 す る横型 の研究所 が だんだん と整備 されて くると,
基研 の存在理 由 を問 う声 が出 て来 るのではないか と思 う｡ またかっては基研 で しか行 なわれていなかった
研究会 も,近頃は方 々で行 われ るよ うにな り,そ の意味で も基研 の比重 はだんだん と低下 してい る｡正直
に言 えば,創設時代 に考 えられ ていた基研 の目的は一応達成 されたと考 え られ る0
一般 的に言 えば,人間 でも研究所 で も老化 とい う現象 を避 けることはで きない｡人間の場合 には死 とい
う解決 が待 ってい るが,研究所 の場合 には非常 に多様 な理 由で老化 して くるので,その若返 り策 も多様 と
な る｡例 えば,その研究所 に対応 す る分野が古 くなった り,他 に競合 す るもっ と活気 のある研究所 ができ
た り, あるいは研究所 の運営 方法その他 が時代 に合 わな くなった りとい うよ うに,実 に多 くの場合 が考 え
られ る｡ ここでは,基研 の場合 について私 の正直 な考 え方 を書 き記 してみたい｡
先ず,基研 は最古 の共同利用研 であるが,同時 に最小 の共同利用研 で ある｡後者 については実験部 門が
無 い とい うこ とも関係 してい るか も知れ ない｡ しか しここでは部 門数 をもっと増やせ とい う主張 をする積
りはないが,時代 の変化 に対応 し得 るよ うにあ と二,三部 門増やせば適正規模 の研究所 になると思 う｡た
だ必要以上 に増やす ことは,人間 の肥満 と同様 に老化 を早 めるだけであろ う｡
しか しなが らここで強調 したいのは基研 が最古 の共同利用研 だ とい う面 であ り,従 って非常 に古 い制度
が残 ってい るとい うことであ る｡その諸制度 は基研創 設当時 の社会状勢 の反映 であるとい うことがで きる｡
当時 の事情 で現在 とかな り異 る点 を挙 げてみ よ う｡(
1
)
研究者 の数 が少 くて,全 国的 に もお互 いに名前 と顔
2)
素粒子 と原子核 とまだ別れていな かった｡(
3)
全国的に素粒子 の研究室 のある大学 は極
とを知 っていた｡(

‑
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めて限 られていた｡(
4)
研究者 の平均年令 は現在 よ りもは るかに低 かった｡
このよ うな条件下に考 え られ たのが,(
1)
研究部員会 と運営委員会 の制度 ,(
2)
任期制度 な どである｡前者
の設置 の背景 としては, スイス型 の直接民主主義 に近 い思想 があった｡後者 について も色 々な思想が あっ
た と思 う｡大学 間 の人事 の交流 が主 な理 由であったことは言 うまで もない｡ しか し何れの制度 も基研創設
以来三十有余年 が経過す ると時代 に適合 しな くな り,見直 しを必要 としてい るのではないか と思 う｡先ず
研究者 の総数 であるが, 当時基研 の大講演室 は全員 を収容 す るのに十分な座席数 を持 っていた｡それ に対
応 して,研究部員会 も全 国の研究室 を代表 す るだけのサイズを持 っていた｡現在 では勿論研究者 は一桁以
上増 えてい る｡そ の結果 として,研究部員数 は全国の研究者 の意見 を集約 す るには少 な過 ぎ, また機動的
に もっ とひんぽんに集 るためには多過 ぎるよ うになって きた｡ また基研 が真 の意味での共同利用研 であ り,
研究者 が 自分 の属 す る大学 と基研 とに対 して二重国籍 を持つ とい う意識 のあった時代 と比 べて,大学 の数
も増 え,共同利用研 も増 え,そ の結果 として基研 を自分 の大学 とははっき りと区別 して考 えるよ うになっ
て きた｡ この変化 は基研 に とって重要 な意味 を持 つ｡すなわち､大学 における学問 の自由は通常部局 自治
とい う形 で保証 され る｡ しか しなが ら最古 の制度 を残 した共同利用研 ではその点 で多 くの矛盾 が生 じて来
てい るよ うに思 われ る｡すなわ ち,通常 の学部 とは異 り,基研 の所員 は自分達 の部局 の自治 に相 当す るも
の を持 たない｡人事 をや るに して も,基研 の研究部員や運営委員 は, 自分 の大学 と基研 の利益 が一致 しな
い時 に どちらの利益 を優先 させ るかについて矛盾 に直面す ることになる｡ これ もかって研究者 の平均年令
の低 い頃 にはあ ま り問題 にな らなかったことであ る. もう一 つは基研 には長期的展望 を持 ち,それ に対 し
て責任 を持 って推進 すべ き人 を置 くことができない ことである｡任期二年 で交替す る委員 も, ある一定 の
任期 内で他大学 ‑の転 出に心 を配 らなければな らぬ所員 も,せいぜ い‑,二年 の範囲で将来‑ の解析接続
は考 え られて も,長期的 には 自分 と関係 のない問題 と考 えるのが人情 であろ う｡ この問題 は次に述 べ る任
期 制 と関係 す るが,如何 に して基研 内に長期的責任体制 を確立す るか,そ して如何 に して基研 は研究者集
団内でその自治 を確立 す るかが基研 の将来 に とって最 も大切 な問題 となるであろ う｡
次 に任期問題 に戻 ろ う｡ この制度 は勿論人事 の交流 を促進 す ることを目的 として考 え られ た ものである｡
しか し当時 の研究者 は若 い人ばか りだったので,高年令 になった時 のことについては余 り考 えていなかっ
た と思 う｡ また当時 の若い人 々はこの制度 に よって自分達 の就職 の機会 が増 えると考 えていたことも否定
で きない｡ これは ある意味 で,国立大学複数受験化 で大学入学 の機会 が増 えた と錯覚す る受験生 の立場 と
似 てい る｡ しか しなが ら任期制 の成功 のためには,基研 のみな らず全国の大学 が同様 に任期制 を採用 しな
ければな らなかった｡そ うすればアメ リカのよ うに任期制 が定着 したか もしれなかった｡ しか し他 の大学
が任期制 を採用 しなかった理 由は,部局 の自治であった｡皮 肉なことに,任期制 を採用 したのは結局部局
自治 の認 め られていない共同利用研 のみ となった｡ この制度 には確 かに人事交流 を促進 す るとい う利点 の
あったことは否 めない｡ しか しなが ら共同利用研側 としては多 くの犠牲 を払 った ことも事実 である｡ もと
もと任期制 とい う制度 を導入す るためには, アメ リカのよ うに契約 の概念が明確 な国でない と無理 がある｡
日本 のよ うに教 育公務員特例法 のある国では,そ もそ も任期制 とい うものが契約 として成立っのであろ う
か｡両者 間の矛盾 の結果 は,個 人に心理的負担 を与 えることになる｡ どんなに業積 のある人で も,偶 々任
期 の切れ た時 に公募が無 ければ本 人の責任 でない外部環境 のために心 に圧迫 を受 けて苦 しまなければな■
ら
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ぬOそ の意味 で,基研 にお ける任期制犠牲者第‑号 は木庭二郎 氏 であった と思 う｡多分木庭氏 は任期 が切
れ た時 に, それ をどれ だけ厳密 に解釈 す るか前例 が ないだけに迷われ た こ とと思 う｡ しか し凡帳面 な木庭
氏 は任期 が切れ ると日本 を去 られ, コペ ンハー ゲンで客死 され るまで再 び 日本 で職 に就 かれ るこ とはなか
った｡ このこ とは 日本 に とっては大 きな損失 で あった｡ また人事 において良い候補者 があって も,任期制
のために他 の大学 に とられ て しま うこともある｡
1)
他 の大学 の よ うに部局 自治 を認 め られていない｡ このことは人事
結局,共同利用研 としての基研 は,(
2)
共同利用研 として他 の大学 に対 して各種 のサー ビスを しなければな らぬ｡(
3)
人事 にお
に も適用 され る｡(

いて任期制 が適用 され るとい うよ うに非常 に厳 しい条件 下 にあ る｡
私 は基研 の将来 の活性化 のためには 自治 あるいは 自決権 の獲得, お よび長期計画 の責任者 として任期制
の緩和,例 えば教授 か ら任期 を外 す ことが必要 であると思 う｡ また今 までのよ うに, ルーテ ィンの問題 の
議論 は研究部員会や運営委員会 で行 うこ とがで きるが,新 しい種類 の問題 や緊急性 のある問題 を議論 す る
ためには, もっ と機動性 のある小人数 の委員会 で対応 す る必要 がある｡特 に, §1の問題 が生 じた時 には,
年二 回 の研究 部員会 では到底対応 し切れ ないであろ う｡
なおシンポジ ウムの席 では基研 の人事 を促進 す る方策 を考 えていただ くよ うにお願 い したが,他 の大学
並 み になるこ とを目標 としてい る｡ この問題 は一 つの例 であるが,要 は共同利用研 に もある程度 の部局 自
治 を持 て るよ うに したい とい うのが本心 である｡

全国規模 での問題
京大 ･理

玉

垣

良

現在 ,共同利用研 の将来,全 国的規模 でみた場合 の研究 システムの将 来像 といった問題 について,学術
会議 の物理学研究連絡 委員会 (物研連 )の レベルで検討 が行 われてい る｡ こ ゝでは, 原 子 核 専 門 委 員会
(核専委 )の状況 1),2)を主 に してお話 しす る｡ 今迄 の ところでは,基研 は直接議論 の対象 になっていな
いが,基研 の周辺状況 として注意深 く考慮 に入 れ る必要が あるこ とが多い ので,参考 に して項 きたい｡

1. は じめに
新学術会議法 の もとで スター トした第 13期 の物研連 の最初 (19
85年 9月 6日 )に,久保委員長 は今期
の重要 な課題 の中に,物理分野 の共同利用研, と りわけ核研 と宇宙線研, の将 来 とい う問題 があると指摘
した｡その後, この間題 は 日本 学術会議 (JSC)が勧告 した共同利用研全体 について, そのアフター ･ケ
アの意味 も含 めて,現状 と将 来計画 を知 るべ きだ とい うこ とになって, JSC 第四常置委員会 (田丸委員
長 )が各研連委員長 に意見 を聞 くことになった｡物理分野 につい ては,久保物研連委員長 の個 人的見解 と
して まとめた文書

3)が提 出

され て い る ( 1
986年 3月 31目付 )｡ 勿論 こ ､には基研 の ことも述 べ られ

てい る. この文書 の性格 が今一 つはっき りしない の七,今 はこれ に言及 しない ことにす るb
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