東 南 ア ジ アにお け る生 物 研 究 の あ りか た につい て
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白然誌 の研究においては,実 際面 か ら, これを植物

1ま え が き

と動物 とに区別 してあげてみたい｡
植物誌 においては,

どのようなテーマの生物研究が, これか らの調査に

第 1期 として,パ イオニア的の調査が行われ る｡ 日本

おいて,東南アジア研究 センター として実行可能 であ

におけるツンベ リー, シベ リアにおけるパ ラスにあた

るか,また,現段階において必要 であるかということ

る研究者が,東南アジアにおいても,やは り1
7世紀か

の見 当をつけるのが,今 回の私の旅行の課 題 で あ っ

ら18世紀にかけて,植民地支配や商舘の便宜 を得て研

た｡40日の出張期間に フイ リッピン ･イン ドネ シア ･

究 をは じめている｡ イン ドのマ ラバル海岸 における レ

マ レー シア ･タイの 4ヶ国をめ ぐり, 1ヶ国について

ーデ,アンポ イナ群 島におけるル ンプ, イン ドシナに

平均 1
0日間であ ったために, この旅行では,極 めて要

おけるルー レイロとい った人 々の研究はその代表的な

点だけをつかむことに努力 した｡それぞれの国におい

ものであ った｡ しか し, これ らのパ イオニアたちの論

て,生物学 の研究サー クルと接触 して,その研究活動

文 は,学 問の進歩 とともに,その価値がう す れ て 来

の指向を知 り,政府関係部局 の生物研究に対するイメ

る｡彼等 の認識な り,
方法な りは,
後 日の研究者 を満足

ー ジをさ ぐリ,また,各地方 の 自然環境 に直接 に触れ

させ るに足 りない｡そ こで第 2期 として,これ らの先

ることによ り,将来 のプロジ ェク トの舞台を明 らかに

駆者たちの仕事 の再検討 と,さらに豊富な資料による

しようと努めた｡その感想を思 いつ くままに論 じてゆ

詳細な研究が望 まれて くる｡ メ リルの フ ィリッピン諸

きたいO

島の研究, ラッフルス博物棺を中心 とする イ ギ リス
の,マ レー地方 の研究,ポイデ ンゾルグ (ボゴ‑ ル)

2 世界誌 と地方誌

を基地 とするオ ランダの研究者 た ちの活動 が は じ ま

生物学は 自然科学の 1部門にすぎないので,その知

り,それが現代にも及んでいる｡ これは日本 の植物誌

識は一般的のものと,特殊な ものとに分 けることがで

におけるマキ シモウ ィッチの時代にあたる と も 考 え

きる｡ いろいろの生物に共通 の生理現象 の如 きは前者

られ る｡第 3期にな って,それ らの研究が郷土誌 と結

であ り,それぞれの土地,あるいは生物に特有 の現象

びつ く｡ 日本 においても明治以後に, 日本 の学者が直

を取 り扱 う場合には,後者 となる｡ この 2つの傾向が

接 に日本 のフロラを手が けることによ り,は じめて満

互 いに交流 し合い,一般から特殊へ,特殊から一般へ

足 な植物誌の完成を見 るに至 ったように,東南ア ジア

とインフ ォーメ‑ シ ョンが交換 され,そ こに生物学そ

においても,早晩 この状態が出来上 らなければな らな

のものの進歩 と,発展が見 られ ることは,他の科学の

い｡ しか し,現状においてはこの理想からは遥かに遠

分野 と少 しも異なるものでない｡そ して,我 々が ここ

くて,これを日本にあてはめてみ るな らば,先づ明治

に東南ア ジアという地球上の一定の地域 を設定 して,

の中期,あるいは後期 と考 えてよいのではないか, こ

その地域研究の一環 としての生物学 を考 えるというこ

れが私の得た率 臣な印象であ った｡ただ,日本 の場合

とになれば,その研究は当然の帰結 として,特殊から

と異なるところは,既に世界全体の研究者 の意識の レ

出発 し,その一般化 というルー トをたどらざるを得な

ベルが当時 よ りもはるかに進歩 していて,研究が加速

いであろう｡ また, このような 世界誌 のための地方誌

されている｡従 って今後 の東南アジア各国における研

とい った関係は,今までにも生物学 の各分野で行われ

究はス ピ‑ ドア ップされ るものと思われ る0

ているところである｡

4 動物誌のはあい

3 植物誌のはあい

動物誌 の研究は,植物のそれ とはいささか異な った
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要素がある｡植物 は多種 ･多様 であ り,顕 花 植 物 か

ここで動物誌 を追及 しようとす るな らは

できるだけ

それ らは

チ‑マを しぼ り,できるだ けi
]
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･
門の研究者 を現地にお

資料の採集や,取扱 いの面 か らみれば比較的近 似 した

くり込 んで, インテンシブに質料を得,デ‑ タを集机

方法 と注意によ って,かな りコンプ )一 卜に材料を盗

す る必要がある｡ こうして初めて, 存 在 価値 のあるよ

めることができる, しかるに動物関係の質料は,それ

うな研究が可能 にな ると思われ る｡

ら, シダや コケの類 までいろいろであるが

,

ぞれのグループによ って生清状態が甚だ しく異な って

こうす ると,京都大学の研究ス タッフをも っては,

いるため,偶 々の専門家によ ってのみ,その動物群 の
研究にあたいす る充分な質料を得 ることができる｡ こ

しか取扱 えない｡幸 いに してセンターは インター ･ユ

のことは植物でも,たとえばキノ コの類 では,特別の

ニバー シテ ィの原則に立 ち, このような学外 の研究者

配慮 を要す るのに当たるともいえる｡夜行 性の‑ ど ･

を合めての活動 を考 えることにな っているのは,その

トカゲの類 を対象 とすれば,他 の属行 性 のグループな

点残物班にとっては,誠に心強 いことであ って, 願わ

どには殆んど手を出す ことは 木l
亜巨と′
じし
わねばな らな

くばそれが 口頭禅にとどまらず, 名実共にL
｣木の東南

い｡

ア ジア研究 センターとなることを 目標 としたい｡

東南ア ジアにおいては,世界の他の地域 における状

5 将 来 の 課 題

態 とおな じように, まつ哺乳類が注 目された｡それか
ら昆 虫の類, とくに色彩その他の点で 目につきやすい

上述のような生物誌研究のルーチン ･ワー クと並行

ものが先づ研究 の対象 とな ったが,やがてはそれが,

して,それぞれの研究面 でのテーマが考 えられ る｡そ

他 の, も っとアカデ ミカルなび｢
光におきかえられてい

れ らは現地 の要求,その必然性などとカ ミ合 って出て

く｡ ワ レースの研究旅 行には じま ったスンダ列島の生

来 るものといえよう｡例 えば, タイ岡の陸水における

物地理が, レンシュの陸棲貝類による分布論や,淡水

第 1次生産量の研究 (カセツァー ト大学,スバ ッテ ィ

魚 の分布による理論によ って,おきかえられたことな

教控 の提案), マ レーの石灰岩地帯の洞穴を主 とした

どは, この一面 をよ く表わ している｡

人類学 ･生物学的 調 充 (シンガポール大学の捉案),

しか し,すべての中門の学者 を調査に参加 させ るこ

ア ンポイナ諸島の綜合調査 (こちらからボゴール大 学

とは 本 叶能でもあ り,不必要 でもある｡現地が旅 行し

に提出)な どの共同研究が, 今 回の旅 行から浮び上 っ

難 い地方であれば,そ こに到達す ることだ けでも意義

て きている｡東南ア ジアにおいては,今までにもそれ

があるので,そのような地域 では, とにか く何が しか

日体 として立派な調査研究があ った｡ ドイツのプ レー

の質料 を入手 し,研究者 に提供す ることだけで,その

ン学派を中心 とす るスンダ諸 島の陸水 の研究,或はハ

地域 についての新 しい知見が得 られ る｡戦 後,京都大

ーバー ト大学 を中心 とす るクワイ渓谷 の新石器人類 の

学を｢
P心 としてた くさんの遠征隊が計画 され, いろい

探 険な どは, このような プ ロジェク トとしては,われ

ろな地域が手がけられてきた｡ また,本学以外にも,

われがモデルケースとす るに足 る宜派な計両であ り,

いろいろの生物関係 の遠征隊の実債があるが, これ ら

成果であ ると思われ る｡そ のためには里に現地 国の学

をふ りかえ ってみ ると,いづれ もその隊のなかの少数

者

の隊員が,いろいろの質料を手がけている こ と が 多

･学界 との協調ばか りでな く,名田の学者 と多角的
に協同 して,国際的な学 問感覚 をふまえて立案 し,行

いo レパ‑ トリーの広 いのは勿論結構な ことではある

動 してい くことがL
L
/要 と思われ るo

今回の旅行の範囲 内では, イン ドネシアの外領を除

が,それが所謂 "つまみ食 い" あるいは "おみやげ '
程度 の質料でなければ幸いである｡その結 果 と し て

けば,掴 勿関係の研究調充に困難 と思われ る地域 は見

は,た くさんの報吾 は出来上 るけれ ども,その一つ一

当 らなか った｡ したが って センタ‑ としては,生物班

つの報告は断片的のものであ って,その地域 全体の特

は インテンシブ ･サーベ イの方向に進んでよいのでな

徴を浮 きぼ りにす るには甚だ遠い｡

いか,他面,調査国難の地域 については綜合 計画 を考

東南ア ジアにおいては, このような "つまみ食 い"

えるべ きである｡ これが私の結 論であ った｡

の段階はすでに終 っているものと思わねばな らない｡
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