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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第１９回 リチャード・ロバーツ卿の考える科学、そして黒澤和教授のこと 

 

矢倉英隆 

 

「科学を科学本来のものとして認識する時である。それは思想と行動、 

理論と実験を噛み合わせることである」 

――イアン・ハッキング 

 

2010 年 9 月、わたしは科学のセミナーを聴くために大学に向かった。演者は 1993

年のノーベル賞受賞者リチャード・ロバーツ（Sir Richard Roberts, 1943-）博士で、現

在はニュー・イングランド・バイオラボ（New England Biolabs）で研究の統括をされ

ている。演題が "Life before and after the Nobel prize" ということであまり期待せずに

出掛けたが、興味深いお話を聴けただけではなく、予想もしないエピソードに出遭う

ことになった。会場に入ってまず感じたのは、こちらではノーベル賞も日常なのか会

場が溢れることもなく、紹介する方も下の写真のように若く、雰囲気がリラックスし

ていて普通のセミナーと変わりない。こういう仰々しさのないところは気持ちがよい。

お話の大半はこれまでの歩みで、最後の 15 分ほどを現在の取り組みに充てていた。

いつも感じるのは、特にアングロ・サクソンの研究者の発する言葉の明晰さと力強さ

である。無限に広がる捉えどころのないこの世界の中で、自らの体と頭を使い、必死

に働きかけている一人の人間を観ていると、われわれがこの宇宙に浮いている孤独で

小さな一つの存在にしか過ぎないという感慨を覚える。 

 

講演前半では、次のような話が出ていた。両親が 10代でドロップアウトしたため、

学問とは無縁の環境で育った。今は子供に危険なことをさせないように育てる社会に

なっているが、子供の時こそそれをやるべきである。例えば、多くのノーベル賞学者

は子供の時に花火に刺激を受けている。手や目に怪我をしようがどんどん火遊びをす

べきである。博士ご自身は学校が面白くなく途中で行かなくなったという。そして、

16 歳くらいの時にプロのビリヤードの選手になろうとしてオーディションを受けた

が、その時に一つの教訓を得ることになる。それは、あり得ないような非常にラッキ

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Roberts
http://www.neb.com/nebecomm/default.asp
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ーなことが稀に起こるが、罪悪感を覚えることなく、その次の手にそれまでの数倍の

集中力で向かうことであった。 

 

 

紹介に耳を傾けるリチャード・ロバーツ卿（左） 

（2010年 9月 24日） 

 

その後、英国のシェフィールドで化学を専攻したが、それ以上に数学が好きだった。

特に、ゲームやコンピュータのプログラミングには熱中し、気が付くと朝だったこと

も稀ではなかったという。この調子で行くと一生パソコンの画面を見て暮さなければ

ならないことに気付き、プログラマーへの道を思い止まる。博士課程では有機化学を

専攻。ここで最高の先生に出遭うことになった。その先生は研究室にポスドクで来て

いた日本人で、研究する上で重要になることを教えてくれた。その基本は、ものを覚

えることではなく、なぜそうするのかを理解することであった。その先生からは研究

のことだけではなく囲碁も教えてもらい、先生が日本に帰った後は暫くの間将棋とチ

ェスのやり取りをしていたという。ロバーツ博士の分析によると、チェスには 

computation（機械的な計算）は必要だが insight（洞察）はいらないのに対し、碁はそ

の逆で insight が重要になるという。日本には精神を活性化してくれる Sudokuなどの

素晴らしいパズルやゲームがあるとの指摘もあった。 

 

大学院では博士論文の見通しが１年目でついたので、あとの 2年はいろいろな分野

のものを読みながら遊んでいた。その時に 1962 年のノーベル賞受賞者ジョン・ケン
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ドリュー（John Kendrew, 1917-1997）が分子生物学の歴史を書いた The Thread of Life

（Harvard University Press, 1966）に巡り合い、当時は確立された分野とは言い難かっ

た分子生物学で身を立てることを決意する。学位を取った後、ジャック・ストロミン

ジャー（Jack L. Strominger, 1925-）博士の研究室でポスドクをすることになりウィス

コンシンに行く予定だったが、ストロミンジャー博士がハーバードに移ることになっ

たため出発が 3ヵ月遅れるというハプニングがあった。そのハーバードで多くの優れ

た研究者が働いている姿を見る中で、研究者としてのあり方だけではなく、人間の生

き方について二つ目の教訓を得たという。すなわち、研究者は情熱を持って問題に当

たらなければならないこと、そしてこの人生を幸せで豊かなものにするのは地位や金

ではなく、燃え立つ気持ちで向かうことができるものを発見できるか否かに掛かって

いることであった。ポスドクが終わり、イギリス人である博士は母国に帰りたかった。

エジンバラ大学で講師の職があるとのことで書類を出したが、全く音沙汰はなかった。

しかし、ハーバード大学とジム・ワトソン（James Watson, 1928-）が所長をしていた

コールド・スプリング・ハーバー研究所からオファーがあり、コールド・スプリング・

ハーバーを選んだことが博士のその後の人生を決めることになった。ジム・ワトソン

についての博士の評価は、次のようなものだった。いろいろな人がワトソンについて

酷いことを言っていたが、お金を集めるのがうまく、最高の研究環境を作ることに優

れていた。ロバーツ博士はそこでノーベル賞に繋がる研究をすることになる。 

 

 ワトソン博士の研究のやり方は、重要な発見が出そうな研究者が群がっている競争

の激しい領域を避けるのではなく、そこに積極的に出て行って張り合うというもの。

科学をあくまでも競争と捉え、そこで闘うのが好きだったという。これに対してロバ

ーツ博士は、そのような考えの下での科学では何かを最初に発見した人はいいが、そ

れ以外の人は意味のない存在になり、多くの人が辛い状況に陥ると考える。そうでは

なく、科学をコミュニティの活動として捉え、あるコミュニティにいる研究者の中か

ら一緒にやれそうな人を探し、何かを共同で見つけていくというイメージを描いてい

た。科学の現状について、もう一つ指摘していたことがある。最近、ヒトに応用可能

な研究に莫大な研究費が出され、ヒトを対象に研究しなければ意味はないという風潮

が優勢になりつつある。博士はこの考えから距離を置き、次のように語っていた。ま

ず、ヒトはそんなに単純ではない。信じられないくらい優秀だったフランシス・クリ

ック（Francis Crick, 1916-2004）はワトソンと DNAの構造を明らかにした後に脳研究

に入ったが、結局何も生み出すことができなかった。自然は豊かで、そこには実に多

くの生物がいる。どのような生物を扱おうが基本的なメカニズムには共通するところ

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Kendrew
http://www.hms.harvard.edu/dms/immunology/fac/Strominger.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/James_watson
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick
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があり、科学に貢献できる発見のチャンスはあるという考えである。この点に関連し

て、一貫して細胞死を研究しているマルセイユの免疫学者ピエール・ゴルシュタイン

（Pierre Goldstein）博士は、ほとんどの研究者は身近にあった種を使うだけで、「対

象とする種を選ぶ」ということを意識的に考えていないと最近のセミナーでも指摘し

ていた。 

 

 ロバーツ博士は DNA のすべてが蛋白になるのではなく、イントロンと呼ばれる蛋

白になる前の段階で切り取られる部分があることを 1977 年に発表した。最初はワト

ソン博士を含めた多くの有力な研究者は信じなかったという。ご本人はノーベル賞級

の仕事であることを確信していたが、ワトソン博士はなかなかノーベル財団へ推薦状

を書いてくれなかった。しかし、1989年になりやっと書いてくれたので翌年には絶対

ストックホルムから電話がかかってくると思い、受賞の演説原稿からマスコミ用のコ

メントまですべて準備していたが、電話は鳴らなかった。その時の落胆は形容の仕様

がないくらい酷いものだったという。それから毎年裏切られ、ほとんど忘れかけてい

た 1993 年の朝 6 時、論文を書いている時に電話が鳴り、素晴らしいストックホルム

を味わうことになった。 

 

 

コミュニティとしての科学を語るリチャード・ロバーツ卿 

（2010年 9月 24日） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3
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 博士の研究には DNA の特定の配列を切断する制限酵素が重要な役割を担っていた。

研究室には酵素を求める多くの研究者が訪問し、また世界中に提供もしていた。博士

はこれがビジネスになると考え、研究所のブランドで売り出してはどうかとワトソン

に提案したが、儲けにはならないことと商売という汚いものを研究に持ち込むのは反

対という判断で実現しなかった。それが実を結んだのは 1974 年。ご自身も立ち上げ

に関わったニュー・イングランド・バイオラボは、現在まで大きな成功を収めている。

ロバーツ博士の目的は金儲けではなく、あくまでも研究を発展させるための手段であ

り、政府が援助しない領域の支援にも力を注いでいるという。また、制限酵素のデー

タベースの構築だけではなく、2004年には蛋白の機能を多くの人が参加するコミュニ

ティで明らかにしようとするプロジェクトの呼びかけをしている。細菌の遺伝子でも

1/4 はその機能がまだわかっていないという。一般的にはバイオインフォマティクス

を用い、他の種の遺伝子との比較により機能を推定するが、この手法は必ずしも信頼

できないので最終的には生化学的な実験で確かめる必要がある。そのためには多くの

人手とお金が必要になるが、ここに高校生などの若い世代が参加することになれば、

研究が進むだけではなく教育の素晴らしい機会が生まれることにもなる。博士の今の

希望は、ご自分が最期を迎えるまでに少なくとも細菌がどのように動いているのかを

知ることだと語っていた。それさえも可能かどうか分からないのに、況やヒトをや、

ということになるのだろうか。 

 

 質疑応答では、ノーベル賞学者の役割をどう見ているかという質問が出ていた。博

士の答えは、人に霊感を与え奮い立たせること、それから正義とか人道という人間と

して考え行動しなければならないことに目を向けることを挙げていた。具体的な例と

して、リビアの子供をエイズウィルスに感染させたとして銃殺刑が宣告されたブルガ

リア人看護師とパレスチナ人医師の解放に関わったことに触れていた。因みに、この

試みにはアクアポリンの発見で 2003 年にノーベル化学賞を受賞したピーター・アグ

レ（Peter Agre, 1949-）博士も関わっている。アグレ博士はアルベルト・シュヴァイツ

ァー（Albert Schweitzer, 1875-1965）やライナス・ポーリング（Linus Pauling, 1901-1994）

を人生のヒーローとし、人類の福祉のためには科学者にしかできないことがあると考

えているアンガジュマンの人でもある。 

 

 お話を聴きながら、博士が研究を始めた時に大きな影響を受けた日本人研究者のこ

とがずっと気になっていた。セミナー終了後ウィキペディアに当たってみたが、記載

はなかった。しかし、ノーベル財団のサイトに行くと、Kazu Kurosawa の名前がはっ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E9%85%B5%E7%B4%A0
http://paulparis.exblog.jp/10000564
http://paulparis.exblog.jp/10000564
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1993/roberts-autobio.html
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きりと書かれてあった。日本とは関係のない場所でのセミナーで語り、ノーベル財団

の記録に残していることからもその影響の大きさが窺える。さらに検索を続けると、

ブリティッシュ・カウンシル日本協会が出している 1996 年のニュースレターに黒澤

和（熊本大学理学部）と署名のある「Dr. Roberts」と題するエッセイが見つかった。

おそらく、知る人ぞ知る話になるのだろう。セミナーでのエピソードをどうしてもお

伝えしたくなり連絡を差し上げたところ、すでに悠々自適の生活をされているという

黒澤教授から丁重なお便りが届いた。その中に、ロバーツ博士に伝えた研究に対する

姿勢が次のように解説されていた。 

 

「頭脳明晰な人には、実験を計画する前にその結果を予想して『そんなことはしな

くても良い』と片付ける傾向があります。実験をする意味は理論を実証することも目

的の一つですが、実験というものはいろいろな答えを提供してくれるものです。多く

の場合、主反応があり、いくつかの副反応がありますが、これらの副反応は予想が出

来ない場合が多いのです。実験条件を変えることで、副反応が主反応になることもあ

ります。つまり、実験はいろいろの未知なるものを探し出す手段の一つなのです。そ

して、実験をする場合には些細な結果も大切にすること。このようなことを言ってい

たと思います」 

 

科学者が実験室でどのように思索し、行動するのか。そこで大きな問題になる一つが、

理論と実験との関係をどう捉えるのかということである。多くの科学者や哲学者がこ

の問題を考えてきたが、黒澤教授のアドバイスにはこの問題について哲学された跡が

表れているように見える。それをロバーツ博士が敏感にも初めてのものとして感じ取

り、大きな刻印を残すことになったのではないだろうか。最後に、お二人の合言葉が 

“Let’s try and see what happens.” であったと添えられていた。この言葉は人生のいろい

ろな局面で使えそうである。 

 

科学の歴史を眺める時、トーマス・クーン（Thomas Kuhn, 1922-1996）の言うパラ

ダイムを変えるような大きな発見をした科学者だけが前面に取り上げられることが

多い。「偉人」を中心にした科学が描かれる背景にはこの考えがある。これに対して、

科学はあくまでも多くの科学者がいて成立するもので、その研究成果の蓄積と繋がり

がなければパラダイム・シフトに至る発見は生まれないとする立場もある。クーンの

言うノーマル・サイエンスを支える科学者を評価しようとする見方である。個人的な

栄光を求める科学を志向する場合、どうしても競争・勝者が中心になるワトソン的な
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考えに陥りやすい。しかし、ロバーツ博士のコミュニティに基づく科学という考えに

はそれとは異なる科学の在り方が提示されている。わたしが大学院時代に関わったヒ

ト組織適合抗原（HLA）の体系を明らかにしようとする国際ワークショップもその中

に入るだろう。同様の試みはそれぞれの分野で行われているのではないだろうか。自

然の中に適者生存や競争を見るのか、あるいは生物相互の共生を見るのかという対立

とも響き合う科学観の相違にも見えるが、自然の見方においては後者の重要性が否定

できないものになりつつある。 

 

このシリーズ第 13 回において、科学について成されたこれまでの思索の蓄積をも

組み込んだより大きな科学を新しい「知のエティック」として提案した。そのことに

より、科学という営みがさらに豊かで深いものになるという期待と信念がその背後に

あるからであり、競争原理の下に実験室の中で行われていることだけに科学を限定し

てしまうのは、あまりにも窮屈な考えに見えたからでもある。ロバーツ博士の考える

科学の中における多様な取り組みとともに、科学を取り巻く領域との関係を創造的な

ものにすることにより新しい科学を創り出していくことはできないだろうか。21世紀

の科学を考える上で、大きな課題になりそうである。 

 

（2013年 7月 3日） 

 

 


