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リサーチ・パス分析一科学的実践の
ミクロ戦略について
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はじめに

本論文の目的は,研究現場における科学的探求

の過程を記述する,ある種の枠組みを試作する事

にある。科学的探求は,困難で,複雑,かつ不確

実性に富んだ過程であり,単純なモデルに還元で

きない,多様な要因によって左右される。ここで

はその多様性を前提としつつ,紆余曲折を遂げる

探求の過程において,そ こに働 く,認知的,社会

的な力を,一連の概念を通じて記述できるように,

試みるものである°
.

科学的探求はある意味で目的指向的な活動の一

つである。その目的は特定分野において意味ある

と考えられる情報を獲得する事であり,その目標

に向かってさまざまなリソースを活用して進むプ

ロセスであると,暫定的に考える事ができる。こ

のプロセスを,こ こではリサーチ 。パスと呼ぶ.

1.リ サーチ・パスの基礎概念

1.1 情報空間の基本構造

リサーチ・パスが形成されるのは,あ る種の情

報空間である。それは一般に科学研究者にとって

は,自然界そのものとして理解される場合が多

い,言い換えれば実在論的な色彩が強い空間であ

るが,それをここで自然界と直接言わないのは,

その空間の構造が他の研究者の成果によって,著
しく変更される (つ まりそれに対する理解が大き

く変わる),と いう可能性が常にあるからである.

この情報空間の安定性は,その領域の研究レベル*東京大学大学院総合文化研究科 准教授
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の成熟度などによって変わってくる。その領域に

ついての知識が不十分で,学説が入 り乱れている

ような状態では,その空間は不安定な構造を持ち,

それに対応した戦略が必要になる.逆に研究の蓄

積が進み,その分野での全体像が可視的な地図と

してまとめられる場合もある。たとえばゲノムの

配列図や,キ ナーゼ (リ ン酸化酵素)の一覧表

(kinome)'と いつたものを見れば,研究者は自

分たちの位置をその可視的な地図によって同定す

る事ができる.

1.2 時間的過程

リサーチは,ある種の時間的過程であり,その

進展によって環境要因が刻々と変化するという面

がある。その変化のスピー ドや範囲は:個別の研

究者,あ るいはその業界での研究の進展度に依

存するが,いづれにせよ研究者は時間的に変化す

る環境の中で,その進路を決定しなければならな

い。その意味で,リ サーチはナビゲーションに

近い性質を持つ。ここでいうナビゲーションと

は,人類学者や認知科学者の間で比較的研究が進

んでいる,伝統的あるいは近代的な航海術に認知

論的な意味合いを持たせた概念である (佐々木編

1992;野 中編,2004)。 認知人類学者であるハッ

チ ンス (E.Hutchins)の モデルが有名であるが

(Hutchins,1995),船舶の航行は連続 して変化す

る環境の情報にリアルタイムで対応して,的確な

判断を示さなければならないという点で,環境の

変化と戦略の関係をモデル化するのに役立つ概念

である。リサーチ・パスは,あ る種のナビゲーショ

ンのプロセスであり,実際の航行同様,その地点

ごとに航行者が見渡す環境情報は,刻一刻と変化

するという点で,こ の二つの間にはある種のパラ

レリズムが存在する。

1.3 ナビゲーション概念の効用と問題

しかし厳密にいうと, リサーチは狭い意味での

ナビゲーシヨン・メタファーには納まらない本質

的な性格をもっている。なぜなら伝統的にせよ近

代的にせよ,ナ ビゲーシヨンのモデルとなる航海

術は,畢党その出発点と目的地が固定されており,

変化するのはその航行中の環境情報 (それによる

自分たちの位置の情報)だけであるからである.

他方リサーチは,それが成功すればするほど,環
境の情報そのものを変化させ,最終的には目的地

すら変えてしまう。ある研究をしていて,思わぬ

所に発見があり,その結果研究者の前提 (環境に

ついての理解)が変化してしまえば,目 的地の意

味も変わってくる。このようにリサーチとは,そ

れによって環境の構造そのものを変化させる可能

性をもつ過程である.そ してもしナビゲーション

という概念を利用するとすれば,それは進行する

途中て認知マップそのものが変化し, しかもその

変化の度合いが大きいほど,歴史的には評価され

るという,特殊なタイプのナビゲーションである

ということができる。

2 リサーチのゴール

2.1 ゴール概念の再検討

ここでわれわれは,リ サーチにおける至1達点,

つまリゴールの概念について再吟味を加える必要

がある。科学の特定分野では,リ サ‐チのゴール

が比較的自明にみえる場合がある。たとえば発ガ

ン遺伝子 (oncOgene)の 探求,ES細胞の作成,

重力波の検出といつたものは,その対象の存在が

理論的に予測されており,後はそれを実験,ある

いは観察によって確認する事が複数のラボでの主

要関心となっているようなケースである。こうし

た状況では,リ サーチの目的は,その特定対象、

どうやって一番乗りするかという事であり:共通

の目的を共有する複数のラボの動きは「競争」と

いう用語で表現されやすくなる。これらは○○発

見 (開発)競争というかたちで科学ジャーナリズ

ム等に取り上げられる事が多い。この場合,目 的

の固定と,それに対して進むプロセスというのが,

前述した狭義のナビゲーション・モデルと近似し

ており,ただその過程が複雑に蛇行するという点

だけが異なるように見える。

ところが現実の研究現場においては,こ うした

明確なゴールが常に確定できるとは限らない。ラ



ボの現場で,日常的な研究活動を観察したり,あ
るいは大発見をめぐるさまざまな回顧的記述を見

ると,そ うした発見は思わぬ状況下で生まれた,

とか予期せぬ結果から導かれたという記述が目に

つく.つ まリゴールを事前に「理論的に」確定し

てそこに邁進するというのは,決して唯一の研究

方法ではないということである。

これに関しては,ア メリカのベル研究所にお

ける,電波天文学についての興味深い事例があ

る。ベル研は,電波天文学に関して,重要な貢献

を数多くもたらしているが,後にノーベル賞をと

る事になる,ペ ンジャスとウイルソンは,ホーン

リフレクター・アンテナを使い, もともと天の川

を取り巻くハローから来る電波雑音の強度を波1定

するという,地味な研究を始めた。そして,空の

何もない領域に,少し雑音があることを見いだし

た。この雑音の意味は長らくわからなかったが,

後にこれが,ビ ックバンモデルによる背景宇宙放

射 (絶対温度三度の字宙放射)であると,解釈さ

れるようになり,ビ ックバン理論を立証する証拠

を見つけたというので,二人はノーベル賞を受賞

する事になるのである (Bernstein,1984(1987):

pp259‐280)。 この事例は,特定の装置を使ってた

またま検出されたデータが,当の研究者の理論的

な枠組みとは関係ない形で理解され,後から大発

見とされたという興味深い例の一つである。

リサーチはある種の探索行動であるが,それは

宝探し同様, どんなお宝がどこに埋まっているか

分からず, しかもお宝の正体自体も最初から分

かっているとはかぎらない。現在調査中のラボに

おいても,自分たちの研究室で利用している資料

や研究対象に関t, さまざまな観点から検討し,

そこから網羅的に情報をとるという研究方針を

とっているが,そのプロセスにおいて,何かちょっ

と変わったものが見つかり,それが次の研究方向

を決定し,さ らにそれが予期せぬ方向に発展して

いくというのは決して珍しい事態ではない。

2.2 ゴール中心的 。リソース中心的

そうすると, リサーチの過程を大胆にモデル化

すれば,一方では明確なゴールを決め,そ こに向

かって効率よい体制を作りながら,そ こに到達す
るのを競うような場合と,他方では何か釣れるか

わからないまま,ある種の全方位的, レーダー的

な探索行動をグルグルと繰り返すという,大 きく

わけて二つのフェーズがあると想定できる。この

第一のフェーズは,ある目的に対する比較的直線

的な矢印のように図示できる。それに対して後者
の探索行動は,ある種の渦巻きのように,何か重

要な情報に引っかかるまで,グルグルと探索行動

を繰り返すというパターンになる。この二つを暫

定的にゴール中心的とリソース中心的と呼びたい

が,後者をリソース中心的と呼ぶのは,こ のレー

ダー型の探索行動が,特定の資料の網羅的解析や,

あるいは特定のデバイスを先に設定して,それが

拾ってくるものを何でもとりいれるといった研究

戦略に基づいているからで,それらを総括してリ

ソースと呼んでいるのである。

この二つの概念はある種の理念型であり,当然
の事ながら連続的な性質をもっている。たとえば
ゴールが明確に設定されていると言っても,それ

にいたる道のりが直線的であるとは必ずしもいえ

ない。そのゴールヘの理論的予測が間違っていた

り,技術的な困難で到達できなかったり,あるい

はその過程で別の現象が研究者の注意を獲得する

といった事態も十分ありうるからである。

他方リソース中心型の活動も,その目的はそこ

でヒットするものを探すという行為であり,そこ

で何かが見つかれば,それが暫定的なゴールにな

り,それをさらに細密に観察,分析するという風

に,全方位レーダー型の探索行動から,よ り焦点

化された方向へと舵取りが変わっていく。そこで

さらにその新たな対象を基盤とした探索行動が起
こり,そこでさらにつぎのパスが決定されるとい

うジグザクのプロセスがここでのリツース中心型

のパスになる。
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2.3 外在的ゴール・内在的ゴール

こうやって見ると,ゴールが大きく設定されて

いるか,全方位型の探索行動からゴールが結果と

して設定されるかと二つのゴールのタイプがあ

り,こ こではそれを暫定的に外在的ゴール,内在

的ゴールと呼ぶ.外在的とは,他者の理論的な推

計などによって,特定のラボ以外の情報からゴー

ルが設定される場合であり,内在的ゴールとは,

全方位的探索行動によって,事後的にゴールらし

きものが見えてくる場合を示す.

この二つのゴール概念を区別するのは,ラ ボの

運営をある種の戦略的なマネージメントに近似し

たものとして理解しようとすると,外左的ゴール

の場合,比較的に意図的マネージメントの概念に

親和性があるのに対して,内在的ゴールの場合 ,

その存在の不確実性により,組織的にマネ=ジす

るのがより困難だからである。たとえば,学会の

関心が発ガン遺伝子の発見という競争であるとす

る。その存在についての理論的確実性が高いと思

われているなら,野心的なラボはその探求にふさ

わしい人材 (つ まり実験の実働部隊としてのポス

ドクその他)を戦略的に募集し,その目標にした

がって効率よい陣営をくむという戦略が理念型的

には可能になる。

他方内在的ゴールというのは,言い換えれば,

全方位的探索行動の結果,何かヒットし,それか

らギールの設定が決まるわけで,それは結果とし

て何か出てくるか事前にわからない以上,戦略的

な人材配置は事前のレベルではなかなか難しいと

いう面があるからである.マネ‐ジメント概念の

適応の困難さは,それゆえこの内在的ゴールの場

合の方がより明確に現れてくる.

2.4 競争概念の該当範囲

前者のゴール中心型の場合,科学ジャーナリズ

ムに取り上げられるような,劇的な競争という外

観を得ることが多いと記したが,逆にいえばこれ

が成り立ちうるのは,科学社会学的にみても,特
定領域の研究がかなり進展し,その関係する科学

者コミュニティにおいて,ある程度の合意がみら

れているか,あ るいはその対象が産学連携等に

よって,市場との距離が近く,特許等との関係が

密接に意識されているようなケースに限られるよ

うに思われる。そうでないと,あまり直線的な競

争という状態にはなりにくい.実際われわれの調

査においても,自 らの研究を競争という観点から

意識している研究者は見当たらなかったが,その

理由の一つは,調査 した研究者 (あ るいはラボ)

の方針が比較的リソース中心的に構成されてお

り,は っきりした外在的ゴールを競い合うという

構造になっていなかったからである.

3 リサーチ・パスの諸形態

3.1 リサーチの成功と失敗

こうした明確な外在的なゴールの場合をのぞく

と, リサーチ・パスはかなり複雑な蛇行的な性格

をとる。研究対象についての探索的行動は, しば

しばあまリハッキリした成果を生まない場合があ

る。その場合渦巻き状の探索行動は持続される事

になるが,その過程でちよっとした事態に遭遇す

ると,その新奇のデータをさらに深 く解析すると

いう寄り道をするか,無視して進むかという選択

肢が現れる。この過程で,非常に興味深い情報に

たどりつけば,こ れがパスをゴール中心的に再構

築させるが,こ ればかりはやってみないとわから

ない。

さらにパスの決定で重要なのは,その研究対象

が思ったような成果を 卜げないケースである.困

難事例にもいろいろな形式がありうるが,一つの

極には,その困難の度合いがある程度従来の知見

から予預1で きる場合である。たとえば一つのケー

スでは,特定の重要な酵素 (タ ンパク質)の構造

解析 というテーマで,その難易度は従来の研究成

果から推測できるという。この場合,専門的にい

えば,当該タンパク質の全体構造の特異性,糖鎖

による翻訳後修飾,さ らに大量発現が難しいため

結晶解析ができないという二重の困難 (そのどれ

もが現在の解析技術では困難視されている)た め,

それらを全部クリアできれば,その学問的な成果

は大きいが,他方長期間にわたり,成果が何もで
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ないという可能性がある粉。この場合は,ま さに
ハイリスク・ハィリターン路線がかなり明確に理
解でき,問題はそれをとるか,ょ り安定的な成果
を生む方向に進むか, とぃぅ意思決定上の選択肢
が比較的はっきりしている。もう一つのは,問題
の所在がどこにあるかよく分からないとぃぅヶ―
スである。特定の菌の生合成過程を解析しようと
するが,遺伝子導入が難航してぃるような場合,

大腸菌のように,多 くの研究者によってノウハゥ
が蓄積されてきた菌ではない系で,遺伝子導入が
うまくいかないと,何が問題なのか手がかりがほ
とんどないとぃぅ状態に陥りうる。この場合は,

どこに出回があるか理解するのが難しいので,考
えられうる方策をすべて試なる必要があり,その
難易度を事煎に評価するのは非常に難しくなる.

こうしたケースでは,遺伝子導入という方法は
ある条件下では確立した手法であるから,どこま
で踏ん張り, どの時点で撤退するかの判断は,よ
り難しくなる.つ まり自分の研究テーマのために
は必須の内容であるが,その困難さもリターンの
評価も難しいため,困難だからといってハッキリ
と撤退するという戦略もとりにくいのである。

3.2 ラボラトリーレベルでのパス戦略
個別の研究者のレベルでは,こ のようにテーマ

設定と,探索的行動,そ して複雑に生成変化する
内在的ゴールとその修正の過程があるが,こ れら
の総和 としてラボ全体のパスが決定される:こ の
ラボのレがルでは,ょ り戦略的な色彩が強く生じ
てくるが,その一つは先に示したゴール中心的お
よびリソース中心的戦略である。ゴール中心的戦
略は,あ る種の競争的状況,あるいは目的のハッ
キリした,時間限定的,プロジェク ト型のような
研究スタィルで特に可能であるようだが,こ のや

亀万ζ香脅:4ま寧:言l暑菅[饗厚11%亀『
ポスドクとか)を どのようにかき集めてくるかで
ある。当然の事ながら,ラボでの人材の公募に対
して,そ うした人材が広く募集できるような構造
にな?てぃれば,こ ぅしたゴール中心的戦略は構

成しやすい.逆に人材の採用可能性が限られてく
れば,在来のメンバーができる範囲で,ラ ボ全体
の戦略を考えざるをえなくなる。

発癌遺伝子研究で多くの成果をあげたヮィン
バーグが自分の研究室における発見史を語るのを
見ると,研究の過程で特定の技術的な困難が生じ
ると,既に名声を確立し,世界中から研究の希望
をもつポスドクを採用して,その困難を乗り越え
るとし

)う ある種の「ナラディブ」が,彼の研究室
の成功を持続的に維持するという構造になってぃ
る (Weinb,rg,1996(1999))。 こぅした現状は

,

アメリカの トップクラスのラボでは十分に観察さ

竹るようである°.だが同然の事ながら,すべて
のラボがこうした恵まれた状況にいるわけではな
く,こ れが持続的に展開するためには,高い成果
の産出,露出度の高いジャーナルヘの投稿,それ
による広告効果と可能な人材マニケットの開拓と
いう,マ タイ効果 (つ まり「富めるものはますま
す富む」)的な好循環を生む構造が存在しないと,

その持続は難しい。

さらにこうしたゴール中心性が強いラボの場
合,採用したポ不ドクの関心と,ラ ボのボスが指
定してくる課題の間の調整に手間取る場合もあ
る。つまり比較的短期間で循環するポスドクに実
労働を依拠する場合,彼らの関心は,限られた期
間で一定の成果をあげる事で,lo年かけて非常
に困難なテーマにタジクルする事ではない。この
時間的制約についての調整が,ラ ボ・ヘッドの野
心とポス ドクの関心の間の困難な調整に繋がって
いくのが,ラ ボ内部におけるある種の力学,あ る
いは権力構導とでもいったらいいでぁろうか。

.

`れ

ゆえ個別の研究レベルを超えてラボレベル
になると,そのパスの戦略決定は,ょ り複雑な様
相を示す事になる。前述した二っの傾向性に加え
て,さ まざまな技能,方向性,関′さをもったラボ
のメンバーをどの程度の範囲,方向性で雇い,そ
れらをどのような戦略的な範囲に組み込んでいく
かなどが関係するからである。
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3.3 リサーチ・パスの時間的重層性

ラボのレベルでは,前述したゴール中心的, リ

ソース中心的の弁別に加え,ある種の時間軸上の

戦略を弁別するのが分析に必要であるように思わ

れる。うまり短期的に成果があがる事が確実な目

標を目指す短期戦略,やや時間を要するが重要な

中期戦略,そ してかなり長期にわたるそれである。

先程紹介した個別研究での困難事例は,別の言い

方をすれば,個別の研究者のレベルで,こ の三つ

のレベルのどれを選択するかという意思決定につ

いての事例であると言い換えることもできる。酵

素のタンパク質に関しては,中期と長期について

の選択肢であったわけだが,こ れは個人レベルの

ため,両方を追求するわけにはいかないというこ

とになる。しかしこれをラボ全体で見ると,そ う

した時間別の戦略の選択は,そこにいる人材の多

様性によるようである.つまり実働部隊が,任期

三年のポス ドクだけなら,10年 もかかりそうな

長期戦略はとれそうもない.せいぜいやや目的指

向的な中期戦略ぐらいであろう。しかしそこにテ

ニュアつきの研究員とかが配属されていれば; よ

り長期的課題を配分する事は理論的には可能にな

る。

他方短期戦略は,確実に成果をあげ,かつ知名

度を維持するには重要であり,場合によっては,

それなりの被引用数 (サイテーシヨン・インデッ

クス)を獲得する可能性もある。こうした観点で

みると,現在調査中のラボでは,こ の三つの戦略

が複合的に配分されているのがわかる。研究室の

多くのテーマが大体のところ中期的な戦略とすれ

ば,長期戦略にあたるのが,化合物バンクの設立

のような,ほ とんど公共事業に近い大規模なフロ

セスであり,そ こでの「成果」は,ま さにそれが

安定的に運営され,さ まざまな研究がそれをベー

スにして進展するという事によってのみしか分か

らない種類のものである。他方比較的有名な薬剤

のターゲットタンパクの探索といった仕事は,典

型的な短期的戦略のそれであり,その成果が明快

で,それなりの社会的インパクトが期待されてい

るようなものである。

この事例では,こ のように時間軸上の戦略が比

較的均等に配分されているが,勿論すべてのラボ

がこうした戦略の配分を行っているわけではない

ようである。インタビューで浮かび上がってきた

ケースでは,あるラボでは短期的な戦略を繰り返

していた (い わゆる話題のテ,マ に次から次へと

飛びついているようにみえる)場合もあれば°
,

別のラボでは,ほ とんど研究者がいない領域 (た

とえは無重力状態での生物学的な研究)で独自の

試行錯誤を繰り返すというケニスもあったつ。こ

の両者もそれなりのリスクを背負う事になるが,

当然の事ながら,短期戦略は,それなりの成果は

あがるものの,場合によっては研究内容がトリビ

アルなものに陥ってくるのに対して,長期戦略は,

実現するまでの時間がかかるため,ス タッフの種

類によっては,その時間的リスクに堪えられない

(つ まリー定期間中に業績がでない)と いう点が

問題となってくる。

3.4 研究組織の形式類型

リサーチ・パスを理解するのにもう一つ重要な

のは,研究を実行するラボの研究体制である。ラ

ボの形式や人員配置,その規模等はそのラボが所

属する研究分野の特性に大きく影響をうけるが,

ある程度理念的に考えると,ラ ボの人員構成のパ

ターンは大きく二つの極に分かれると思われる。

ひとつはかなり限定したテーマに的を絞り,そ こ

に集中的に人材 (研究員やポスドク)を配置する

という方法である。転写因子,染色体等々,人材

の配置は,そのテーマに対して異なる分野からア

プローチするという形で,組織の形式自体がゴー

ル中心的になっているという場合である。これは

戦国時代の陣形を模していえば,魚鱗の陣 (一極

集中型)である。これに対して,逆にそのテーマ

をできるだけ広範囲にして,ゆるく連合させると

いう形もある.そのラボの運営方針が,いわばあ

る種の多角的経営に近いような,研究スタッフの

方向性がひろがりを見せているようなケースであ

る。これは対比的にいえば,鶴翼の陣 (拡張型),

つまり陣営が比較的薄く広がっているという印象
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を与えるものである。これは組織自体がある種の

リソース中心的な形式をもっている場合である。
~こ

の二極の間にはいろいろな中間型が存在する

のは間違いないが,こ のそれぞれに長所 。短所が

ある。ガン研究の先端を描いたエインジャーの記

述は,ヮ インバーグ研究室と,それに対する好敵

手として,コ ール ド・スプリングパーバー研のウイ

グラー研究室を描いているが,こ の対比は,こ こ

での二つの陣形に似たような対比である。ここで

それぞれの体制の長所・短所が描かれているが,

もちろん狭 く深 く掘るなら,前者の一極集中型 (魚

鱗)の方がふさわしい.問題に対する集中的な堀

が深くなり,研究者同士の理解も深まるという点

がある。これが他領域混合型になると,それぞれ

の研究者の専門性や方向かバラバラになり,た と

えばラボ内での研究会を開いても,お互いの領域

についてチンプンカンプンといった問題が生まれ

かねない。

当然,拡張型 (鶴翼)の組織でも,よ り専門性

の高い人材の配置への欲求が聞かれないわけでは

ない。しかし必ずしもそれがすべてではないのは,

一極集中型の組織編成にもいろいろ問題があると

聞くからである。一つは,研究が頓挫 した場合 ,

ラボ全体が停滞する危険があるという点である。

前述したエインジャーの記述では,ワ インバーグ

の好敵手であったウイグラー研究室は,当時解明

が待たれていた,ガ ン化に働 くras遺伝子の働き

を酵母を中心として解明しようとしていた.だか

酵母によって解明されたかにみえたその経路が,

動物細胞では当てはまらない (つ まり人間には関

係ない)と なったとき,こ の研究室は,酵母の中

にさらに別の経路を探すことで,動物～人間への

応用可能性を残そうとしたのである.その探索の

ために,9人いるポス ドクのうち 6人がこの別経

路研究にかかわり, スタツフ全員がこの別経路の

存在を信 じていたという (Angier,1988(1991):

p413)。 つまり研究室の全員がこのras遺伝子に

集中し,それをいろいろなアプロ‐チで追求する

という組織構造をもっていたのである。エイン

ジャーの言葉を借 りれば,「研究室のうち,あ ま

りに多くの部分が酵母の研究をしており,ウ イ

グラーとそのクルニ達は,共 に泳ぐか,共に沈

むしか方法がないのだ」(Angier,1988(1991):

p416).だ が結局この期間中に別経路が見つかる

ことがなく,データが枯渇して,ウ イグラー研

は全体としての低迷状態をむかえるのである

(Angier,1988(1991):pp427-441).実 際特定

の領域で研究が行き詰まり,全 く違う分野からそ

れへの解決策が生まれたという事例は,科学現場

の歴史では事欠かないが,少なくともそうした困

難状況に陥った時の回避手段があまりないという

のが一つの難点であろう。

もう一つは,こ この研究員やスタッフの研究内

容か近接している為に,その間の軋鞣の可能性が

あるという点である。拡張型の,ゆるく連携して

協働している場合と異なり,一極集中型では誰が

主導権を握るか,フ アーストオーサーになるかと

いった点が問題になる可能性がある。この点は研

究の集中度が低い拡張型のひろがりへの評価とし

て,お互いに距離がある為,競合する雰囲気にな

らないという点かあげられる 3.

だがそれぞれの研究スタイルの特性と意味につ

いてはまだ明確でない側面が多い。学際的な研究

の重要性を強調すれば,拡張型の,異分野融合的

なラボの方が新たな融合が生まれるように考え

うるが, しかし現実には,個別の研究分野を束ね

る労力は大きく,融合はそれほど簡単ではないよ

うである。むしろ一つのテーマに対して,比較的

有機的な分業体制をラボ内に作る可能性という点

もあるが,その場合すべての部分を単一のラボ内

で確保すべきかどうか,異論もあるだろう。たと

えば共同研究という形で,個】Uに特化したラボ同

士が連携すればいいのではという考えも可能であ

る。

たとえば微生物から天然化合物をとり,その生

理活性を調べるという研究室の構造の場合,それ

を別々の研究室が個別に連携してやればよいので

は, という考えもありうる。しかしある指摘によ

ると,製薬会社を中心として,それを分業化し,

前半のモノトリの部分と,後半の生理活性を調べ
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,.5 研究領域の文脈的意味

::::i[::3』 f[il:|[l「:::

3.6 科学の公共性の意味
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に重きをおいているかの試金石になるという傾l面

がある.現実的な文脈からいえば, リクエストを

すべて拒否するというのはかなり難しいと予想さ

れる。それはその研究成果を追試する集団そのも

のを切り捨てることになるので,自分をサポート

しうる仲間を切り捨てるという危険な戦略になる

からである.

他方,例えば化合物がらみの事例を聞くと,リ

クエストに応じた結果,その化合物から重要な発

見をされて,成果を横取りされたという話が少な

くないという。たとえば査読中の論文絡みで情

報が漏れ,匿名の査読者とおぼしき人物からリク

エストが来て,それに応じたところ,その査読は

通らず, しかも後日その化合物に関係する論文が

載ったというような,問題ある経験をした人もい

る。そこでそうした苦い経験をした研究グループ

は,こ うしたリクエスト要求に対して消極的にな

り,結果として成果を国外で発表せず日本語の雑

誌にとどめておくという対応策をとっているケー

スもあるというlD.

しかしこれは難しい戦略である。前述したよう

に,研究内容が評価されるためには,それに注目

する研究者の数が相対的に多くなければならな

い。つまり重要な研究をする為には,母体となる

同業者の数を拡大する必要がある。しかしそれに

は上述したようなリスクも伴うことになるので,

それを嫌がると,研究そのものは大きく発展しな

い事になってしまう。実際ある特定の化合物に関

して,以上のような経験でそれをあまり外に公開

しないまま自分のところで抱えていたが,すると

成果が出ても逆にあまり注目されないという残念

な結果に終わる事がある。

もちろん,リ クエストをより積極的に考える研

究者もいる。この場合強調されるのは,科学の公

共的性格であり,科学の進歩とは,その共同体で

共有される知識の拡大であると強調されるのであ

る。そこで抗体やノックアウトマウスに関して,

リクエストに応じるということは,も しそれが広

く仲間うちで採用されるようになれば,それがそ

の分野での一種のデファクト・スタンダードにな

り,そのように論文に記載される。それが一つの

栄誉と考えるわけである 12.

ここら辺の考えが,研究が市場と近接して,特
許が絡むようになると,話が変わってくるのは容

易に推測できる点である。実際前述したガン研究

の記述も,それが製薬業界と非常に近いところで

行われている研究という意味で,単に研究者集団

の内的な論理ということでは済まされない要素が

研究のスタイルに影響をあたえ,それが競争的性

格を強めている。しかし逆にいえば,基礎研究に

おける,こ うした公共性の論理は,リ サーチ・パ

スの展開形式を独自に規定する要因になってお

り,それが市場をモデルとした戦略論ではうまく

切れない重要な理由の一つなのである。

終わりに

リサーチは複雑で不確定要素の高い過程であ

り,ま たその領域ごとに特質も異なる.こ こでは

それらの多様なあり方の中でいくつか比較的共通

と考えられる要素について,どちらかというとバ

イオ系のラボでの知見をもとに暫定的にまとめた

ものである。ここで特に強調したいのは,市場を

中心とした経営モデルとの距離であり,実際ラボ

のナビゲーションに関しては,表面上ある種の経

営モデルのようなものが成り立つようにみえる場

合も少なくない。たとえばあるラボが拡張型のシ

フトをとる時に,それを経営上の多角化戦略のよ

うに見なす,と いった例である。だが重要なのは,

ラボを中心とした研究の動きは,まずもってそれ

が所属する同業者集団による評価によってその価

値が決まるという特徴があり,同業集団を膨らま

せながら先陣争いをするという特性がある。さら

にその成果は彼らが研究する対象としての自然界

の未知の構造に直接依存するという二重構造に

なっているため,市場モデルを安易に流用するの

は危険である.科学的実践とはそうした不確定要

素の高い環境で一定レベルの成果をあげるという

特性をもつ活動であるといえる。こうしたリサー

チ・パスの領域別の多様性や,それを経営戦略モ

デルとどのように交差させていくか,さ らにそれ
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が他の領域の諸活動 とどの程度クロスするかは,

今後の重要な課題として残 しておく.
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19300293)「科学研究のリサーチ・パス分析一そのダイ

ナミズムとィノベーションの質的調査研究」に基づき,

現在進行中の理化学研究所・基幹研究所における調査

の一部によるものである.現時点では,特に長田抗生

物質研究室を中心に調査を進めており,具体的なイン

タビューデータはそこからえられたもので,その中に

複数のラボの研究スタイルについて多くの情報が含ま

れている.本論はそれらを基に試論をここみたもので

ある。主任の長田裕之先生およびインタビューにお答

えいただいた研究員のみなさんに感謝したい。

httpノ/kinase com/mammalian/か らそのキナーゼのツ

リー状の分布図を入手することができる

清水研究員へのインタビュー.

抗生物質研の須藤氏などによれば,彼の留学したある

研究室は,バ イオ部門で被引用度が世界で トップク

ラスのラボであつたが,Natttre,Science等 の トップ

ジャーナルに論文を発表し続ける理由の一つが学生,

ボスドクの確保のための宣伝だということである。

5)こ こら辺のやりとりについては,た とえば (Weinberg

1996(1999):pp222223)な どに詳 しい。困難な課題

を追求したい教授と,腰が引けているポス ドクの様子

が印象的に描かれている.

6)近藤研究員へのインタビュー.

7)高橋研究員へのインタビ■― .

8)こ の点については複数の研究員が,拡張型のメリット

としてこの点を指摘していた.

9)浦本研究員へのインタビュー.

10)ハ ーバー ド大学のシュライバーらによって提唱された,

化学と生物学をつなぐ新分野.低分子化合物を利用し

て,生体内の働きを研究しようとする分野 .

11)室井研究員へのインタビュー.

12)須藤研究員へのインタビュー.


