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一般財団法人京都大学名誉教授
森下正明研究記念財団研究紀要第３号の発行にあたりご挨拶

森下正明財団紀要第３号の研究紀要の発行にあたり，ご投稿いた
だいた方々，また審査・編集をご担当いただいた方々に深く御礼を
申し上げます。
森下正明の研究分野が個体群生態学でしたが，この研究紀要はツー
リズムを主題としています。私も財団員は世界に発信したいのは，
森下正明の研究精神です。当紀要第 1 号でもご紹介いたしました
が，森下正明は当時 65 歳で，1978 年 12 月に刊行された森下正明生
態学論集（第一巻）で，次のことばを残しています。「すでに日
は暮れかけているのに私の歩かなければならない道の先は，まだ
まだはるか彼方にかすんでいる。今から果してどこまで辿れるか
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判らないけれども，足もとの明るいうちはせめて 1 歩でも 2 歩でも前へ進むことをやめずにい
たいと考えているのである。それは学生時代の私に科学精神の何たるかをしらずしらずの間に教
えて下さったその頃の指導教授の湯浅八郎先生や，未熟の私を常に温く導き心の支えにもなって
頂いた今西錦司博士をはじめ多くの先輩友人の方々の御厚意にこたえるための，私にできるただ
一つの生き方だからである」（全文は下記 URL からご覧いただけます）一般のサラリーマンの
停年が 55 歳の時代であった時代，また九州大学，京都大学時代，現在でも使われている，Iδ 指
数という大きな業績を残しても，それに甘んずることなく，また京都大学を 63 歳で停年を迎え
ても，さらに研究を続け，当財団の最高顧問である故・小野勇一先生の助言を得ながら 81 歳の
時に英国の学会に投稿，Distinguished Statistical Ecologist Award 国際生態学会賞を受賞しま
した。その詳細は当財団のホームページに小野先生の「森下正明先生との思いで」として掲載し
ておりますのでぜひ，一度ご覧いただければ幸いです。
私たち森下正明研究記念財団は，森下正明の研究精神を引き続ぎ，この研究紀要が、観光学，
経営学分野において世界に向けて大きく発信できるよう，努力したいと考えています。 皆様方の
変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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参考ホームページ
http://www.morisita.or.jp/mes.html 森下正明生態学論集（第一巻）
http://www.morisita.or.jp/message/ono.html 小野勇一先生「森下正明先生との思いで」
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Kyoto University Professor Emeritus Foundation
A Message upon the publication of the 3rd issue of the Masaaki Morisita
Research Memorial & Foundation Journal
With the publication of the 3rd issue of the Masaaki Morisita Research Memorial &
Foundation Journal, we would like to express our gratitude to all those who published,
researched and edited.
Although Masaaki Morisita’s field of research was population ecology, this journal is
instead focused on tourism. We at the foundation would like to spread to the worl d the spirit
of Masaaki Morisita’s research. In the first issue of this journal, we mentioned that Masaaki
Morisita was 65 when, in the December issue of the 1978 essays on population ecology, he
said the following: “Although the days are coming to a close, the road I must walk is still
shrouded in a haze. I don’t know which direction I will go from here, but I would like to
continue taking one step at a time. This is a lesson I learned, even when I didn’t know what
I wanted to study, when mentors and professors like Hachiro Yuasa and Kinji Imanishi
passionately taught and supported me.” (The full text is linked below.)
It was a time when the retirement age of business men was 55, and Professor Morisita
was at Kyushu University and Kyoto University. This is when Professor Morisita developed
Morisita’s Overlap Index, which is still in use today. And despite reaching Kyoto
University’s retirement age of 63, he continued with his research. While receiving advice
from this foundation’s distinguished advisor Yuichi Ono, Professor Morisita was awarded
the Distinguished Statistical Ecologist Award. The details of this can be found in Professor’s
Ono’s essay “Remembering Professor Masaaki Morisita,” available on this foundation’s
homepage.
We at the Masaaki Morisita Research Memorial & Foundation would like to continue
the spirit of Professor Morisita’s research. With this research journal, we would like to
disseminate that spirit to the world in the fields of tourism and management services. We
appreciate everyone’s continued support.

Kyoto University Professor Emeritus Masaaki Morisita Research Memorial & Foundation
Director
Masayuki Maruyama, PhD, Economics
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