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序

本書は、日本の女If生博士第 1号となった保井コノ (1880-1971)の資料目録であるO

イ呆井コノは、女子高等師範学校研究科修了後、 27歳で助教授に就任し、 39歳で同

校教授となり、 47歳で来京帝国大学から博士号を授与された。 このような保井の軌

跡は、保井が!日制の教育制度にあって、女子の最高学府と称、せられた「女高師」と

いう教育機関の存在意義を示す「象徴」とも言うべき存在であったことを痛感させ

るo 1900年前後に、女高師は、え科、理科、家政科の三分科制や研究科を設置し、

より高い学問的志向If生をもって制度改革を実施するD イ呆井は、分科制の理科第 1回

生であり、研究科の第 1回理科「官費研究生」であり、常にその改革の第 1期生と

して在った。平くから植物学の研究に着手し、細胞学、遺伝学への関，、こょを深め、論

えを発表した。 1902年に藤井健次郎来京帝国大学教授は、海外の研究者に「日本で

たった一人の女性植物学者」と保井を紹介している O 博士学イ主論えは、「日本に産

する亜炭、褐炭、 J澄青炭の構造について」と題する石炭の研究であった。本目録に

は、保井の研究姿勢を示す好資料である、直筆の紋密な炭層柱状図を収録している D

また、細胞学の国際的学術雑誌『キトロギア』の創刊とその後の発展にも関わった。

保井は、自分の研究を、発生学、形態学、細胞学、遺伝学の集大成として進化の問題、

種の変異を考え、一生を通じて「系統」を研究したと述べている O

なお、イ呆井は、戦後の女子高等教育推進の役者jも担った。来京女高師が国立女子

大学、お茶の水女子大学として設置される際の新制大学設置準備委員会委員長とし

て尽力し、 1949年 69歳の時に同大学教授となり、 1952年に退官して同大名誉教授

となった。

本目録に収録された保井コノ資料は、日本の学問史上初の女，住博士となること

が出来た要因の解明を促すものであり、今日の日本の大学の社会的、学術的役割を

再考するためにも極めて示唆的なものとなりえるであろう。

その意味で、保井コノの資料が本学にきちんと保存されていなかったことは、
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あまりにも戎念であった。本資料目録に掲載された保井コノの資料や遺品は、本学

の団ジーン教授や今井百里江子教授が保管に務めてきたことにより、かろうじて受

け継がれた。また、 1981年に、ジェンダー研究センターの前身である女性え化資料

館が主催した「お茶の水女子大学の歴史と女性研究者の歩み」展に出品のため、筆

者と能村推子教授が姪の保井和子氏を訪ね、イ呆井コノ博士の妹である保井マサ氏が

和子氏に託した資料を拝借した。その遺品の中から研究に係わるものだけが、後日

寄贈され、ジェンダー研究センターで保存してきた次第である。

そして、保井コノ博士が没してから 33年、来京女子高等師範学校時代の教え

子である、三木(広重)寿子元神奈川歯科大学教授の資料整理と研究の結果、ここ

に資料目録を刊行することができたことは付とも感慨深いことである。ご白身の研

究が多忙な中、このような貴重な作業に従事してくださった三木寿子教授に，、こよから

御ネしを中しあげる次第である。また、湯浅年子博士の膨大な資料整理と目録刊行の

仕事と共に、イ呆井コノ資料の整理にもあたってくださった松田久子氏の長年の努力

に敬意を表するものである。本目録の最後の編集の際には、小山直子客員研究員が

大変な労力をかけ、検証をしてくださった。記して感謝の;きを表したい。

日本の女性博士第 1号である保井コノの生涯やその存在の意義については、こ

れまで論じられることが忠いのタト少なかった。本資料目録が、日本の女性自然科学

者研究を発展させ、次世代にメッセージを送り得るものとなることを期待している。

2004年3月30日

お茶の水女子大学ジェンダー研究センタ一教授

舘かおる
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資料番号について

『保井コノ資料目録』をまとめるにあたり，お茶の水女子大学ジェンダー研究センター

に保管されている保井コノ関係の資料を分類し、資料番号をふり直した。

この目録に載せるアルファベット (YK)を冠した 4桁の数字はその資料番号である。
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保井コノの生涯

家庭環境

保井コノは明治l3年(1880)、香川県大川郡大内町三本松で保井忠七とムメの 9人の子供たちの総領娘

として生まれた。コノという名の由来は父方の祖母の名がコノといい、とても利発な人だ、ったので、この名が選ば

れたという。女の子にやさしいとか美しいとかでなく、利発さを求めた両親の姿勢がみられる。保井家は廻船

問屋で、北前船も運航し、さらに質屋を営み広く田畑も持っていたといわれる。(現在も三本松にこの屋敷は

残っている。)三本松は江戸時代に高松藩が砂糖会所を設け、その積みだし港として栄え、瀬戸内海の有数

の港で、あった。また、村には明治社という教育団体があり、教育にも熱心な風土で、コノより以前にも東京女

高師(=東京女子高等師範学校、現お茶の水女子大学、以下東京女高師と略称)の卒業生が出ていた。こ

ういう土地柄を背景に、中央で勉学をして有名になった人も多く、東京大学総長南原繁、気象学会会長鈴木

清太郎、東京理科大学学長真島正市、初代日本弁護士会会長有馬忠三郎氏らがいる。コノの両親は、とも

に学問好きで、母は読書を好み、養子で、あった父も幼いコノに福沢諭吉の『学問のすすめ』を読むように勧め

る人で、あった。母は時代を見る目のあった人らしく、明治半ばになり、輸送の仕組が変わって、昔のように廻

船問屋がうまくゆかなくなると、田畑を整理して大阪に移り住み、借家業や紡績会社の女子工員の宿舎を賄い

つきで営んだ。さらに関東大震災後は東京に移り、借家業や下宿屋を営んだという。コノが上級の勉強がした

いと言った時、ムメは「私が何とでもしてあげるからやりなさい」と励ましたという。またコノの 20歳年下の妹

マサも関東大震災の少し前から姉の住んでいた本郷東片町の家に同居し、ここから専門学校に通い、荒木十

畝について日本画を学んだ。これらは皆母の理解により進められたもので、あろう。マサは絵葉書や扇子に草

花の絵を描き、外国ヘ出かける人やコノの友人の外国人にフ。レゼントした。コノが渡米したときにも持って行

った。国立遺伝学研究所長木原均や日本遺伝学会会長木村資生らが外遊したときにも手渡されている。私も

留学の時に頂き、有難く利用させていただいた。

進学と母

コノは大層利発な娘で、漢文を学び十八史略や日本外史を読んだ。三本松尋常小学校、白鳥高等小学

校を抜群の成績で卒業、さらに高松の県立師範学校に入学した。ここでコノは理科に興味を抱くようになり、

その専門的な勉強をするために英語も独学した。さらに一層の研学を志したコノは、ちょうどその卒業時(明

治 31年、 1898)、女子高等師範学校(明治 42年奈良女子高等師範学校設立後、東京女子高等師範学校

と称す)に新設された日本で唯一の理科に進学する(理科一回生)。この時代、幾ら裕福で、あっても娘を遥

か遠くの東京に遊学させる親は少なかったで、あろうが、 一方で、は、後に、津田塾大学を創始した津田梅子の

親が娘をはるばるアメリカに遊学させたように、新進の気性に富むものも少なくなかったので、ある。あるいは

余程コノが怜4附であり、両親の愛情が深かったためで、あろうか。コノは「東京ヘ出るための一番の賛成者は母

で、『やりたいことはどんな苦労をしてもやらしてあげる』と言った」と言う。女高師を卒業した時、「やりたいこ

とがあるので、これから先 10年間はなにも言わないでほしし)J と頼んだらやらせてくれた。コノは「叔父が学

究的な人だ、ったし、近親に自分の学問のために江戸に出ている人があったので、遠くヘ出すことには抵抗はな
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かったので、あろう」と言っているし、また「大阪に親類もいたし、東京はさほど遠いとは思わなかった」とも語

っている。東京でコノが亡くなるまで一緒に生活をした妹マサは、当時を振り返って「あの頃姉さんが人力車

に乗って東京から帰ってくるのを、今か今かと待ったもので、したよ」と懐かしんで、いる。三本松まで船で来て、

それから人力車に乗ったので、あろう。しかしコノは、親の移住ということもあって、故郷へはその後あまり立ち

寄らなかったようである。

東京女高師の学費は国費だ、った為卒業生は全員教員にならなければならなかった(教員にならなかった

卒業生には学費を返済させた)0 22歳のコノは岐阜市立岐阜高等女学校の理科の教員として赴任した。この

時女高師時代の恩師飯盛艇造から高等女学校向けの物理学の教科書を書くように勧められ、コノは喜んで執

筆した。しかし、この教科書には文部省の検定が下りなかった。女子に物理学の教科書など書ける筈がない

という偏見によるもので、あった。これが余程悔しかったのか、これ以後コノは生涯にわたり、研究に関するも

の以外には執筆しなかった。

学問への道

三年間の教師生活を終えると、保井コノはかねてから興味を持っていた実験心理学研究の準備のため

に生物学を学ぼうと考えた。これは、女高師在学時代に松本亦太

郎氏(1865-1943)がヴント (WilhelmmMax Wundt)の実験心理学

の講義と実験をしたので、保井はこの学問にすっかり夢中になって

しまったので、ある。明治 38年(1905)母校の東京女高師に研究科

の「官費研究生」制度が設置されると、その理科の定員 1名に選

ばれ、岩川友太郎教授の指導をうけた。岩川は、明治初年、欧米

の文化を早急に取り入れるため政府が招いたお雇い外国人教師モー

ス(EdwardSylvester Morse:大森貝塚や古墳の発掘などで知られる

)に私淑して、飯島魁氏とともに東大理学部生物学科の一回生とな

って教えを受けた人物で、ある。岩川らは最初 2年間はモースの指導

を受けていたが、モースが帰国したので、次にやってきたドイツ人

ホイットマン (C.O.Whitmann)に、各人にテーマを与えるというドイツ

流の指導を受けた。この時、岩川はイモリの卵の発生を、飯島はイシビルを研究した。1882年に、ホイットマ

ンは彼らの仕上げた論文を“QuarterlyJournal of Microscopical Science"に掲載した。教官指導とはいえ、岩

川はこの時、科学論文の書き方を習得した。後年保井が岩川についた時、割合に早く論文を纏めることがで

きたのは、岩川にそのような指導能力があったからだ、ろう。岩川はモースを親のように慕い、モースのあと、日

本に於ける貝類研究の晴矢となり、権威者となった。保井は米国留学中、モースをセーラムの自宅に訪ねた際、

岩川の弟子だというので、自宅に泊めて貰って歓待を受けた。保井は 1906年には最初の論文「鯉のウエーベ

ル氏器官について」を『動物学雑誌』に発表した(動物学雑誌には巻頭に女の論文が載っているよと一部の

研究者は笑ったという)。これはわが国女性科学者初の科学論文であり、保井の意気込みのほどが窺われる。

岩川は保井に当時台頭してきた発生学の研究をヒルを用いて行うように勧めたが、動物を扱うのが嫌で、同じ

発生学を植物のサンショウモ(山椴藻)を用いて試み、明治 42年(1909)植物学雑誌に予報した。これが東

京帝国大学農学部教授三宅駿一氏の目に止まり、以後指導を受ける。1911年「さんせうもノ生活史」という題
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でイギリスの植物学雑誌 AnnaJsof Botanyに発表。日本女性が外国雑誌に発表した最初の科学論文である。

この国際的雑誌への論文掲載は、のちに米国に留学した時、日本で大学を卒業していない彼女が、大学院生

という身分で研究できる条件を得るのに大きな助けとなった。この頃保井の研究したサンショウモ(1911)、ア

カウキクサ(1913)、ミズワラビ(1918)などの水生羊歯植物の生活史はまだ、はっきり判っていない分野で、保井

により始めて明らかにされたものである。これらの生活史や形態学の論文は小倉謙著『植物形態学j](1934)に

多数引用されている。丁度裸子植物の形態や生活史がようやく問題とされてきた時期だ、ったO 当時の発生学

では、ヘッケルの「個体発生は系統発生を繰り返す」と言う考えが主流を占め、保井も当然この立場を取った

と思われる。

保井が科学の勉強を始めたこの時代は、日本の女性にとっても画期的な時代で、あった。明治時代にな

り近代化の進んできた日本で、女子の教育制度がだんだんに整い、それに従い景山英子の『人間平等論』

や岸田俊子の「函入娘』などに端を発して、女権論が徐々に活発になり、ついに明治 44年(1911)IT'青轄』が

創刊された。それは奇しくも、日本女性として保井がはじめて外国雑誌に論文を発表した年で、あった。この時、

保井は 31歳、理科のみならず文科や家政科にも友人を持っていた保井が、『青鞘』創刊に関心を寄せたであ

ろうことは十分推測される 。

留学と石炭の研究

三宅教授は保井の留学先として、自分が留学の時に師事したドイツのストラスブルガー教授

(E.Strasburger、1844・1912)を推薦した。ストラスブルガーは細胞形成と細胞分裂の権威で、核分裂の様子を

最初に明確にした一級の学者である。彼は保井を研究室に招くため机まで用意してくれ、女高師側もそれを後

押ししたが、政府からは留学の許可が下りなかった。文部省側に科学の分野で女子を留学させても大成しな

いのではないかとしヴ考えがあったからで、ある。 1912年、分類学の大家エングラー (H.G.A.Engler" 1844・1930)

が来日し、植物園で、会食のあった席上、東京帝国大学理学部の藤井健次郎教授が、日本におけるたった一

人の女植物学者だと紹介してくれた。後で、そのお礼に行った時、保井の留学が頓挫したままなのを知った藤

井健次郎の後押しにより、その 1週間後に留学の許可が下り、 1914年に留学が実現することになった。しか

しながら、これには結婚しないで、生涯研究を続けるという暗黙の制約があり、さらに、留学に際しては、「理

科研究」に加えて「家事研究」という目的が付け加えられていた。しかしこの時には、ストラスブルガー教授

はすでに他界し、しかも第一次世界大戦が勃発、渡欧は断念せざるを得ない状況で、あった。そのためアメリカ

のシカゴ大学のチェムバーレン (C.J.Chamberlain)、コールター(J.M.Coulter)両博士のもとに行き、細胞学の研

究を開始することとなり、ここで「木市の細胞学的研究」をまとめて発表した(1915)。もし保井がすんなりとスト

ラスブルガーの処ヘ留学していたら彼女のその後はどうなっていただ、ろう。ひょっとしたら彼のところで、もっと早

く学位論文を仕上げていたかもしれないし、石炭の研究もなかったかもしれない。このあと、三宅駿一教授から、

ノ¥ーバード大学のジエプレー (E.C.Jeffrey)教授のところで、その創始による植物組織研究の新法を学ぶように

と要請を受け、ジェプレー教授のもとに移る。この新法は、それまで、行われていた鉱物を砥石で、擦って標本を

作るやり方ではなく、石炭を薬品に漬けて柔らかくしてからセロイジンに包埋し、スライディング・ミクロトーム

で切片を作るという方法で、あった。保井はこの方法を教えて貰ってとても喜んだ、ょうである。ジェプレーは世界

の石炭の中で日本と満州I(中国東北部)は残しておくから、帰国してからも研究を続けるようにと勧めてくれた。

これが保井のライフワークのーっとなり、また学位論文ともなるのである。保井はこの時、日本から石炭を取り
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寄せ早速研究に取り掛かり、その結果を AnnaJsof Botany (1917)に送ってから帰国している。この頃ハーバー

ド大学は共学でーはなかったが、グラヂエートクラスだけは女子を受け入れたので、女子のみのラドクリフ・カレ

ッジに在籍した。後年保井はこのカレッジでの生活を懐かしそうに著者に話したことがある。具体的なことは

忘れてしまったが、昭和 27年2月に掲載された新聞記事によると「これでも若い時はスポーツは大抵のもの

はやりました。ピンポン、テニス、クリケット， それから学校中ではカドリールもよく踊りました」と言っておら

れる。これは留学中のことであろう。また、留学中の想い出は『科学知識Jl(1935)にも書いておられる。男性

研究者に混じって気を張り詰めて研究する以外に、女性同士の気の置けないおしゃべりや遊びがどれだけ異

郷の学究生活を潤したのであろうか。 1930年、後の北海道大学の細胞学の教授松浦ーも同じくジェプレー教

授に師事し、偶然保井の使っていた同じ研究室を使用した。彼はジェフレー教授は職人気質の厳しい人であ

ったと述懐している。保井もこの厳しい先生にくらいついて研究に励んだのでおあろう。

1916年帰国した保井は東京大学の藤井健次郎の指導を受けることになる。勤務先である東京女高師に

は保井の研究に必要な機械や材料を購入する研究費がつかなかったため，当時の校長中川謙次郎と東京帝

国大学総長山川健次郎(長い間東京女高師の舎監をしていた山川二葉の弟)の尽力により、大正 6年に東京

帝国大学植物教室嘱託の地位を与えられ、当時新設された遺伝学講座の実験の手伝いをしながら石炭の研

究を続けた。保井は早速ジェプレー教授の言葉に従い、愛知、岐阜地区の石炭を調べ、構成する植物化石が

セコイアに酷似していることを発見。更に土コイアが松に似た先祖に由来するという従来の仮説を確認している。

そして、日本各地の石炭を採集するため、東奔西走。彼女の採集地は、夕張炭鉱、三池炭鉱、福岡県大辻炭

鉱、さらには満州撫順炭鉱などの広範囲に及ぶ。採集の時、同行の大賀一郎が怖いといって降りなかったのに、

保井は自ら「もっこ」に乗って地下の坑道までド降りて行き、坑夫に直接あれが欲しいこれが欲いミと頼んだ。坑

夫もこんな所にまで女性が降りて来たと驚き、とても親切にしてくれたという。

保井がこれまで研究してきた水生羊歯を用いた仕事は、植物化石である石炭の研究に大いに役にたっ

たと考えられる。石炭を構成している古生物の木生羊歯や古い松柏科のうち、羊歯植物は今まで、手がけてき

た水生羊歯の仲間であるし、イヌカラマツ (Pseudolarix、

1911)も研究したことがあるので、これらのあまり進化

していない植物と、石炭を構成している古代植物の形

態や組織のどこが異なるのかなど興味津々で比較形

態学的に研究を進めたのではないだろうか?保井は石

炭の材料である植物の茎の縦、横、放射線状の切片

を作成して顕鏡し、導管、仮導管、木部などの構造や

並び方を観察して石炭を作った植物の種の同定を行っ

た。石炭の中から発見された植物には、 Bryotrichum.

Aichense.Yasui とカ， Sequoia.hondoensis.Yasuiとしミうよ

うに種名に保井の名がつけられている。 この時、保井 保井のプレパラートと柏村和己主氏同校科学博物館内

の作った 2000枚に及ぶプ。レパラートは、英国から購入した CoalBall (石炭中に含まれた化石の切片。販売さ

れていたので、保井はこれを研究の参考に用いていた)と共に、東京にある国立科学博物館に寄贈され、そ

れは今、同分館(大久保)の植物化石研究室に保管されている。日本の炭坑は閉鎖されて久しく、保井の蒐

集したような化石を現在求めることは難しいので、保井のプレパラートは日本産植物化石研究には欠かせな
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い貴重な資料となっている。 CoalBallも商業的に販売されたものとはいえ、これも地球の貴重な財産であろう。

なお、この研究所の植村和彦氏は国立科学博物館に着任された年に、小石川植物園内の植物学研究室にこ

れらのフ。レパラートを取りに行かれたそうで、思い出深い品となっているようだ。保井は、また石炭を形成して

いる木材(茎)部だけでなく、そこに一緒に埋まっていた化石花粉などを観察し、広く古代植物を勉強しており、

これがその後の彼女の視野を広くしている。

保井が石炭の切片を作るために用いたスライデイング・ミクロトームは京都大学理学部植物学科細胞学

研究室にもあった。この研究室の創始者桑田義備博士は藤井健次郎氏の弟弟子で、保井とも親しかった。そ

のせいかこの便利な器具を輸入し、自分の研究にも用いたようである。著者も大学院生の頃、これを使って

研究を進めたことがある。

日本で最初の女性博士

1923 (大正 12)年に関東大震災があり、東京女高師の校舎は焼失した。女高師での教員としての生活

や研究生活は多忙で、困難が多かったものと察せられる。しかし、その中で保井は、石炭の研究を「日本産

石炭の植物学的研究」としてまとめた(1928)。これに日本第3紀のセコイアの化石材(1917)、第 3紀のコケ

の内部構造(1926)、細胞膜の石炭化過程における変化(1925)やチャ属植物の気孔に関する研究(1926)、ア

サガオやマツバボタンの遺伝に関する研究など、 8篇をそえて、保井は東京帝国大学理学部に学位請求をした。

3月25日の教授会で全員一致で合格し、 4月20日学位記が授与された(1927)。このとき保井は 47歳、日本

における女性博士第一号となった。

保井の日本産石炭(亜炭、褐炭、涯青炭)の研究によると、細胞壁の部分はクチン化、スペリン化、リグニ

ン化、キチン化したもの、柔組織細胞壁などで、クチン化したものとキチン化したものとは最も抵抗力が強く、長

く保存され、柔組織細胞壁はしばしば破壊され消失する。炭化

の種々の段階にあるリグニン化した壁はさまざまな程度の二重反

射を示すが、炭化が進むにつれてその性質が失われる。この変

化とともに細胞壁よりセルローズがしだいに減少する。したがっ

て炭化の初期における重要な過程の一つは、細胞壁よりセルロー

ズが減ることである。保井の見解によると、石炭は水成堆積物と

転行物質からできている。そこで、彼女はこれまでおにあった微生

物による石炭成因説を否定している。この石炭の研究はそれまで

日本になかったもので、独創的な成果である。保井が学位をもら

った時、女性博士一号というので、報道機関が騒いだり、関係者

達がお祝いの会を催したりした。この時保井は私の周りの学問

に携わる人々にとって学位取得は大した事ではないので大げさに

騒がれては困るといった。この祝賀会で保井の最初の師岩川氏

は、保井の研究態度を「困難な問題に対してはそのまま側におい

ておき、更に他方面にとりかかるという巧みさがある」と言った。保井は女子が理科の研究に不適当でないこと

を証拠だてたのである。保井はまた、母校が我が国唯一の女子の理科教育の機関であることから、その完成

と向上、および母校教授に女性の少ないことを嘆き、昇格運動をしたいと思っていた(国立女子大学の設立)。
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東京女高師の卒業生は女学校や女子師範学校の先生にはなれたが、東京女高師のような専門学校の先生の

資格はなかった。保井に続いて、黒田チカが理学博士の学位を取得した時、保井は「学位を取ったからと大騒

ぎして祝賀会をしなければならない現状を情け

ないような気がする、外国では女性が学位を得

たとであたりまえのことで、人々は日常のことと思

っている。私も一昨年学位を貰ったが為に窮屈

で厄介だと思うこともある。でも外国との関係

上などからドクターでないと不便なこともあった

りするので¥とにかく論文を出したのである。し

かし大きい意味ではたしかに喜ばしいことである。

学位を有する者が少数だと厄介を感じたりする

のであるから、若い人達は折角勉強してどしどし

博士になって頂きたい」と述べた。

学位取得後保井は「私は幸いに何物にも煩わされすミ自分の好きな道をコツコツ歩いて参りましただけで

ございまして、名も求め沢地位も求めず;ただ自分の仕事が残ってゆけば、それだけで¥自分は充分満足して

ゆけると信じております」と述べている。これは、保井の一生の研究姿勢で、あった。

これよりさき、 1917年 12月に野村徳七、実三郎、元五郎氏ら兄弟より寄付された九州電鉄社債 5万円

と現金 1万円を基金として、翌 1918年 7月l3日に「細胞学を基礎とする遺伝学講座」東京帝国大学理学部

植物学科遺伝学講座が創設された。初代の講座担当教授は藤井健次郎で、保井は 1917年 12月31日より

1939年まで、東大植物学教室の嘱託となって、約 20年にわたり実験を担当した。しかし、女性が男子学生に

講義をすることにはまだまだ抵抗があり、渋い顔をする人も多かったという。 1929年、藤井を主幹として世界

的に権威のある細胞学の雑誌「キトロギア』が創刊された。女高師(女高師は大学でなく師範学校で、あった

ので、授業の時間数が多かった)と東大での授業、さらに自分の研究に明け暮れる日々の中で、保井は藤井や

篠遠喜人、和田文吾、田中信徳らを助けて病に倒れるまで、編集、印刷、庶務会計に携わり、さらに毎年

のように自分も論文を掲載していた。この時の作業がどんなに大変で、あったかということは篠遠が書いている

(IT'自然Jl1971年 9月号、『採集と飼育Jl1971年 9月号)。石炭研究のあと、保井はトウモロコシ(種子に変異

が見られる)、アサガオ(花や葉の色や形に変異)、ムラサキツユクサ(花粉の減数分裂や根端細胞の分裂

時の染色体を調べた)、ケシ、ギボウシなどを材料にして、遺伝学、細胞学的研究を行っている。(日本植物

学会、日本遺伝学会、日本染色体学会などの会員で，毎年研究発表をしている。)広島に原爆が投下された

時は、すぐに被爆したムラサキツユクサを採集し、放射性物質が植物に与える影響について報告している。こ

の頃の細胞学は染色体学会に代表される染色体の数、形態、細胞分裂の際のその行動の研究が多く、保井

も上記の材料を用いてこれらの研究を行なった。保井の論文は優れたものが多い。彼女は世界で、問題になっ

ている最先端の話題を、新しい研究方法により、いち早く研究し、明快な解説をしている。東京大学という日

本で最高の情報収集の中心に居り、『キトロギア』の編集に携わっていて、世界の趨勢が見える立場で、あった

ことがそれを可能としたことは言うまでもないが、保井が素晴らしい集中力を持ち、勉強家で、あったことを物

語っている。 1953年ワトソン・クリックにより DNAの構造が解明されて 50年経った今、なんでも DNAにより

解決されるように思われているが、この頃の保井らの地道な染色体の研究の上に DNAの理論が成り立ってい
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ることを忘れてはならない。また、これらの研究の傍ら、保井は日本石炭学会にも所属し、学会・研究会に

出席している。そこで自分の研究成果を確かめて、更なる考察に生かしていったものと思われる。保井の研究

を東京大学の教授達が支えたが、これは単に保井が優秀だ、ったからだけではなく、先生方の資質にも起因す

るようにも思われる。三宅駿一氏は、東京大学に入学する前に、米国帰りの新島嚢の創立した同志社理科学

校大学部を卒業しているが、ここで開明の思想を学んだと考えられる。そして、その後、米国のコーネル大学、

ドイツのボン大学への留学中に多様な女性の生きる姿を見たので、女性の学問研究に偏見を持たなかったと

想像される。また、藤井健次郎氏は、 ドイツで英国人ストープス (MarieStopeの女史と出会い、帰国後日本

へやってきたストープス女史と植物化石の研究をし、共著論文を出している。藤井はストープスと言う女性研

究者と共同研究をした経験があるので、日本の女性研究者に偏見や抵抗を持たなかったので、あろう。このよう

に保井は、研究や指導能力に優れているばかりではなく、女性に対する偏見のない考え方を持った指導者に

恵まれた。

お茶の水女子大学設立

昭和 24年(1949)新しい学制が敷かれることになり、保井は東京女子高等師範学校を女子の国立大学と

して存続させる為に、あちらこちらに陳情に出向き、猛運動を展開した。この際家政科在学の生徒たちは、陳

情先に手土産として持参する絞りの風呂敷を作った。幸い大学が設立された時、彼女はつぎのように述べてい

る。「この大学が出来たことについて一言申し上げたい。女高師は明治 8年より師範教育をしてきたが、女子の

仕事として学校の先生だけでよいのだろうか。全国的にひろがり新しく国立大学として立つ以上、広い意味で

一般的指導者として働ける人を養成した方がよいのではなかろうか。私は卒業後研究生活に入って自由に楽な

気持ちで過ごしたが、だれにでもこの道がひらかれるとは考えていない。それで女性が遠慮なしに学べる場所

を持つ大学を作り、将来は男性の入学も聞かれることもありえたいと考え、この大学の組織を作るまで苦労をし

た。現在の大学では小規模すぎるが、独立して立つことに希望を持って、だんだん大規模にしなければならな

いと思う。この建学の精神をしっかり守って在職中の諸先生方、学生達の奮起を望みたい」と。

保井が病に倒れた時、植物学教室に著者が今井百里江子氏を助けて荷物を片付けに行った。現在、お

茶の水女子大学ジエンダー研究センターで所蔵している保井の遺品の多くはこの時に今井氏が保管して下さっ

ていた資料と、同大学の元講師の団仁子氏(ジーン、元都立大学教授団勝麿氏夫人)が保管して下さったも

のである。

また、保井はいろいろな研究会や講演会によく出席した。「よく出席されますね」といわれると、新しいこと

を学びたいからと答えている。民主主義科学者協会主催の講演会にも出かけて、若い人々を驚かせた。これ

には次のようなエピソードがある。物理学者である湯浅年子が東京文理科大学に入った頃、湯浅は大学をや

めて地下運動をすべきではないかと真剣に思いつめて、保井を夜自宅に訪ねた。この時保井は「私も左翼思想、

には反対ではない。むしろ正しいものと思います。しかしあなたが今地下運動に入って世の中に貢献出来る事

と自然科学に精進して出来る事とを比べたら私はあなたが自然科学に精進される方がよいと思う」と諭している。

保井の大局に立った物事の捉え方の片鱗を示している。

著者も東京女高師で保井先生の教えを受けた一人である。保井先生の講義は、私たち学生にとって印象

深く、興味をかきたてるもので、あった。ちょうど先生がデンプンの研究をしておられた時には、いろいろなでん

ぷんの形体を説明してくだ、さった。ジャガイモのでんぷんは楕円形で、カタクリのでんぷんに似ているので片
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栗粉の代用に用いられ、サツマイモのでんぷんは角張っていて、クズのでんぷんに似ているので、葛粉の代

用に用いられるなどと、進行中の研究結果を楽しそうに講義で話された。後にこのテーマが論文になっている

のを雑誌に確認して、著者はとても懐かしく思ったものである。戦後、植物学会などでよく保井先生とご一緒

した。70代の先生は 30代の著者より足が早くて一緒に歩くのは大変だ、った。本郷の赤門前で電車道を先生

はちょこちょこと渡ってしまわれ、後に続こうとまごまごしていると、「電車道は半分ず、つ渡るもので両方がすく

まで、待っていたらなかなか渡れないよ」と言われた。また、戦争中、十僚の造兵廠に学徒動員で通っていた時、

先生と駅から工場まで一緒に歩いたことがある。ちょうど空襲の翌日で、あちらこちらに死体がまだそのまま

になっていた。先生は、「見なくてもいいものは見ないで、おきなさい」と言われ、私は一回も死体を見ることが

なく、有難かったと思う。先生は空襲警報が鳴るとすぐにゲートルを素足の上に巻かれ、スカートのままで女

高師に駆けつけられたそうな。当時の女高師の先生達はどうも自由思想の方が多かったようで、数学の所沢

先生は大島紬に赤い帯を締めて講義をして私達を驚かせた。諸先輩達は「保井先生は怖かった」といわれるが、

私はそう感じたことはなかった。おそらく、真撃に学問に向かわれる姿が厳しいととられたのであろう。本郷

東片町の私宅には友人や後輩が訪ねて来て、チョコレートを食べたり、 トランプをしたりと賑やかな団らんの

時を過ごすこともあった。また、米国から帰朝された頃はとてもモダンな外套を着ておられる (YK・6011)。保

井コノのことを学問以外に趣味がないと非難する人もあったが、湯浅年子氏によれば世阿弥について造詣が

深かったとのことである。辻村みちょ氏が大正 2年女高師を卒業した時、お祝いに呂昇(娘義太夫)を保井

から奪って貰ったという。どういう出し物だ、ったのかわからないが、こんなものまで、知っておられたとは意外で

ある。出身地が香川県という人形浄瑠璃の盛んな土地でもあったし、父母が教養の高い人で、あったから、幼

時から自然に日本の古典芸能に親しむ機会があったとも想像される。

また、保井は生涯独身を通したが、笹塚に住んでおられた弟の保井虎彦さんのお子さん達を可愛がられ、

折に触れて、珍しい物を贈ったり、食事を共にして楽しんだ。

1955年、遺伝学者の木原均博士が保井コノを文化勲章候補に推薦したが、「女性の科学者は前例がない」

といって選に漏れ、結局、紫綬褒章が贈られた(1955)01965年には、勲三等宝冠章が授与された。

晩年の暮らしは年金だけで賄われ、古い制度のままでお金が支給されていたので、相当苦しい様子であ

ったが、病床のコノの枕元にはいつも英字新聞や最新の外国の学術書が置かれ、読まれたところまで手垢で

黒くなっており、死の間際まで学問に対する執念が見られた。あるとき、「女性蔑視の時代に生きてさぞご苦

労されたでしょう」と尋ねると「みんなによくして貰ったので、そんなで、もなかった」と答えられたが、人知れな

い悔しさはいかばかりであったことだろう。しかし、保井の懸命に精進する姿に周囲の人々が協力を惜しまな

かったのも事実で、あろう。第二次世界大戦直後、藤井先生が「別刷はどうなりましたか」ときカ亙れた。「大学

に置いていたので全部助かりました」と答えたら、「それはよかった」との返事で、保井は衣類やその他の大

切なものは全部弟のいる笹塚に疎開して、空襲で笹塚の家が全焼し荷物はなくなり、日常生活にとても苦労を

していたのに、「その事については一言もきいてくださらなかった」と悲しんだ、ことがあった。

女子の留学の珍しい時代に外国語を学び¥単身海外に出かけて行った持ち前の進取の気性と明るさに

加え、影になり、日向になり支えてくれた妹マサのやさしさや恩師たちの協力と理解に励まされて、彼女はあ

とに続く女性研究者のために黙々と先達の役割を果たしたのである。自分の好きな道をコツコツ歩いて、名も

求め沢地位も願わず「ただ自分の仕事が残っていけばそれで満足で、す」と一途に勉学の道を歩んだ保井は

女性だけでなく、すべての科学者の鑑である。

(三木寿子記)
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保井コノの年譜

(M:明治、T:大正、S:昭和) 誕生日以降の年齢を表示

1880 (M13)年 2月16日 香川県大川郡三本松で生まれる。(注1)

1895 (M28)年 15歳 4月11日 香川県立尋常師範学校女子部に入学。

1898 (M31)年 18歳 3月27日 香川県立尋常師範学校女子部を卒業。

4月11日 女子高等師範学校理科に入学。

1902 (M35)年 22歳 3月30日 女子高等師範学校理科を卒業。

1903 (M36)年 23歳

1904 (M37)年 24歳

1905 (M38)年 25歳

1906 (M3的年 26歳

1907 (M40)年 27歳

1911 (M44)年 31歳

理科の卒業証書及びに随意科(習字音楽)修了証書、師範学校高等女学校の修身科、教育科、数学科、理

科、体操科、音楽科の教員免許を受ける

4月7日 岐阜県岐阜市立岐阜高等女学校教諭。

3月31日 岐阜県立岐阜高等女学校教諭。

4月10日 私立神田共立女学校の授業を嘱託される。

4月11日 女子高等師範学校研究科に入学。生物学を専攻。傍ら、神田共立女学校で数学を教える。

「期里のウエーベル氏器官について」を『動物学雑誌』に発表。

植物学とくに発生学の研究に移り、さんしょうもの原葉体の研究開始。

3月31日 動物植物の研究報告書を提出し、合格の証明書を受ける。女子高等師範学校研究科修了。

4月11日 女子高等師範学校助教授。

「さんせうもノ原葉体ニ関スル管見」を『植物学雑誌』に発表。日本女性はじめての科学論文。

この論文が東京帝国大学農学部教授三宅騒一氏の目に止まり、その後指導を受けることになる。

「さんせうもノ生活史」をAnnalsof Botanyに発表。日本女性最初の外国雑誌に投稿した科学論文。

1913 (T2)年 33歳 12月20日文部省外国留学生として、理科及家事研究の為、満二か年濁国と米国への留学を命じられる。

1914 (T3)年 34歳 3月18日 本邦出発。

1915 (T4)年 35歳

1916 (T5)年 36歳

1917 (T6)年 37歳

1919 (T8)年 39歳

1922 (T11)年 42歳

4月13日 シカゴ大学植物学教室に入札 J.M. Coulter教授とC.J. Chamberlain教授につき、

細胞学的研究開始、かき(柿)について論文発表。

【8月、第一次世界大戦勃発、ドイツ行きは断念させられる】

2月8日 マサチューセッツ州のRadcliffeCollege に在学し、ハーバード大学の E.C. Jeffrey教授の所で、植

物組織の研究の新しい技術を研修し、引き続き、木蘭科植物及び日本産石炭、亜炭の組織を研究。

6月2日 帰国。東京帝国大学藤井健次郎教授のもとで石炭の研究(1927年頃まで)。平行して東京女子

高等師範学校で細胞学、遺伝学の研究開始。

12月31日東京帝国大学理学部において遺伝学研究事項調査を嘱託される。

8月8日 東京女子高等師範学校教授。

7月24日 遺伝学研究事項調査の嘱託を解かれ、東京帝国大学理学部植物学教室の授業補助並びに遺

伝学研究事項調査をH属託される。妹マサと本郷東片町で共同生活を始める。

9月28日 勲六等瑞宝章(633626号)を授与される。

1924 (Tl3)年 44歳 とうもろこし、ひなげし、むらさきつゆくさ等を対象とする遺伝学の研究に取り組み始める。
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1926 (T15)年 46歳 12月17日勲五等瑞宝章(6792570号)を授与される。

1927 (S2)年 47歳

1932 (S7)年 52歳

1933 (S8)年 53歳

1937 (S12)年 57歳

1939 (S14)年 59歳

1941 (S16)年 61歳

1945 (S20)年 65歳

1948 (S23)年 68歳

1949 (S24)年 69歳

1952 (S27)年 72歳

1953 (S28)年 73歳

1955 (S30)年 75歳

1962 (S37)年 82歳

1965 (S40)年 85歳

1971 (S46)年 91歳

4月29日 「日本産石炭の植物学的研究」を主テーマとして、外8篇を添えて学位請求をし、東京帝国大学よ

り理学博士を授与される。学位論文 「日本産の亜炭、褐炭、涯青炭の構造についてJ (日本女性博士第l号)

5月31日 東京帝国大学理学部植物学授業補助の嘱託を解かれ、理学部植物学授業を嘱託される。

6月15日 (内閣)勅任官待遇。

4月l3日 勲四等瑞宝章(769904号)を授与される。

4月23日 依願により東京帝国大学理学部植物学授業の嘱託を解かれる。

5月19日 勲三等瑞宝章を授与される。

3月31日 依願により東京帝国大学理学部に於ける遺伝学研究事項調査の嘱託を解かれる。

太平洋戦争始まる。

原爆被爆植物(ムラサキツユクサ)の調査研究を始める。

新制大学設置準備委員会委員長。

6月30日 お茶の水女子大学発足、同大学教授。兼ねて東京女子高等師範学校教授。

3月31日 お茶の水女子大学退官、同日東京女子高等師範学校名誉教授の称号を受ける。

4月11日 お茶の水女子大学名誉教授の称号を受ける。

4月14日 天皇皇后両陛下に御進講をする。

6月 国際細胞学雑誌『キトロギア』の正編集長となる。

11月 紫綬褒章を授与される。

9月 バス停で、倒れ、病床につく。

4月29日 勲三等宝冠章を授与される。

3月24日 本郷東片町 148(東京都文京区向丘I・M・12)の自宅にて逝去。 享年91歳。

[戒名:翠松院究誉理学妙寿大姉] 従三位に叙せられる。

(注1)明治9年 8月21日から明治21年 12月2日の期間、 三本松村は愛媛県に併合されていることから、

明治 13年 2月16日時点での住所表記では、 「愛媛県系讃岐園大内郡三本松村Jとなり ます。

(現在の住所表記 香川県東かがわ市三本松)
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KONO YASUI 1880 -1971 
JAPAN'S FIRST WOMAN DOCTOR OF SCIENCE 

By Miwae Yamazaki (Professor Emeritus of Saitama University) 

Kono Yasui was born to the owner of a shipping business in the town of Sanbonmatsu in 

Kagawa Prefecture --the first daughter among nine children. Raised by well-read parents in the 

丘eeand progressive atmosphere of a port town， Kono was a lively girl who loved her studies. 

About the time she graduated from lower elementary school and entered higher elementary 

schoo 1 (this was before there were public secondary schools for girls in the provinces)ラ her

father had her read Encouragement 01 Learningラ ahighly infiuential book by the famous Meiji-

era(1868-1912)thinker and educator Yukichi Fukuzawa， who founded Keio University. She 

was also fascinated by histories of ancient J apan and China. Continuing her studies at Kagawa 

Prefectura1 Normal Schoolラ sheexcelled in every subjectラ butshe loved mathematics and 

science above a11. In 1898， at the age of 18， she entered the Women's Higher Norma1 Schoo1 

(now Ochanomizu University) in Tokyo as a science major. 

No LEECHES， PLEASE 
Graduating in 1902ラ Yasuibegan teaching at a girls' higher school in Gifu Prefecture. Three 

years laterラ shewas selected as the first student to enroll in the new research department at 

the Women's Higher Normal School. At the recommendation of zoology Professor Tomotaro 

Iwakawa， she began a study of the carp's Weberian apparatus (a group of small connected 

bones that transmit sound)ラ andin 1906 she published her findings in the Japanese Journal 01 

Zoology. This was the first scholarly paper ever published by a Japanese woman scientist. 

Completing the program in 1907ラ Yasuiwas hired as an associate professor at the same 

school. When Professor Iwakawa suggested around this time that she begin a study of the 

embryology of the leechラ Yasuireplied that she hated leeches and declined. Instead， she 

wanted to try applying the methods of embryology to plant development. Yasui embarked on 

her own independent research into plant cytology (the study of cells) and embryologyラ andin 

1909ラ theJapanese Journal 01 Botany published the results of her research on the prothallium 

(the gametophyte that grows from the spore)of the aquatic fern Salvinia Natans. The paper 

caught the attention of Professor Kiichi Miyake of the Tokyo Imperial University Faculty of 

Agriculture， and Yasui was given the opportunity to study plant cytology under his guidance 

(though not as a university student).She continued her studies， sometimes borrowing Professor 

Miyake's microtome to cut thin sections of tissue to view under a microscopeラ andsometimes 

devising her own instrumentsラ suchas an apparatus for automatically recording the amount of 
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moisture that evaporates from a plant. In 1911ラ withProfessor Miぅrake'srecommendationラ she

was able to publish her research papercOn the Life History of Salvinia Natans" in the British 

journa1 Annals 01 Botany. This carefully researched paper， containing 119 precise microscopic 

drawings， was the first scholarly treatise by a Japanese woman ever published in a foreign 

professional journa1. 

OVERCOMING DISCRIMINATION 

Yasui's career spanned the late Meiji， Taisho(1912-26)， and early Showa (1926-89) 

eras - a time when women were severely oppressed and were a11 but barred from pursuing 

scholarly studies. With the universities still closed to womenラ Yasuihad no choice but to 

blaze her own trai 1. While she was still teaching at the girls' higher school in Gifuラ shewas 

recommended by her former physics professor at the Women's Higher Norma1 School to write 

a physics textbook for use at girls' higher schools. She did so， but in the end， the Ministry of 

Education refused to approve the book on the grounds that it could not possibly have been 

written by a woman. There were also scientists who protested the publication of a woman's 

study in a scientific jouma1. 

When Yasuiラ nowteaching at Tokyo Women's Higher Norma1 Schoo1 (as it had been 

renamed)ラ submitteda request to study overseasラ theMinistry of Education initially rejected 

it on the grounds that a woman was unlikely to achieve anything worthwhile in the field of 

science. With the assistance of Professor Kenjiro Fujii of the Tokyo Imperia1 University 

Faculty of Science -a noted specialist in plant cytology and genetics-she finally received 

approval three years later， but only on the condition that she add" research in home economics" 

to the purpose of her overseas study. 

In 1914ラ Yasui'splans to study in the united States and Germany were finalizedラ andshe 

traveled to America to do research at the university of Chicago， where she completed a study 

on the evolution of trees in the persimmon family. Her plans to travel to Germany， howeverラ

had to be called off when World War 1 broke out. Instead she began a study of plant tissue 

under Harvard University Professor Edward C. Jeffreyラ whohad developed a ground-breaking 

method for cutting very thin slices from hard materialsラ suchas coal and oakラ to0 bserve under 

a microscope. when Professor Jeffrey suggested that Yasui do research on Japanese coal using 

the new techniqueラ sheimmediately had some coal sent from Japan and got to work. 

INTO THE COAL PITS 

Returning to J apan in 1916ラ Yasuirealized that Tokyo Women's Higher Norma1 School 

had neither the funds nor the facilities she needed to continue her study of Japanese coal. 

F ortunatelyラ ProfessorFujii spoke with the administrators of Tokyo Women's Higher Norma1 

Schoo 1， and special arrangements were made for Yasui. While remaining on the staff of 

Tokyo Women's Higher Normal School， she was permitted to do research at Tokyo Imperia1 
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University while working part-time there supervising student experiments in genetics. This 

research arrangement continued after Yasui was appointed a full professor at Tokyo Women's 

Higher Norma1 School in 1919. Each dayラ assoon as she had finished teaching and meeting 

with studentsラ shewould head for the university and stay there until late at night conducting 

research. In additionラ shetraveled all about the country collecting samples of coalラ fromthe 

Yubari coal mines on the northern island of Hokkaido to the Miike and Takashima mines on 

the southern island of Kyushu. In order to collect samplesラ shewould have herself lowered 

30 meters or more into a coal pit on a woven rope basket used for hauling up coa1. 1t was 

dirty and dangerous work of the type most researchers avoided， and even Yasui's motherラ who

generally encouraged her daughter in her studiesラ beggedher to stop. 

Over a period of 10 yearsラYasuiused her uniquely precise methods of observation to reveal 

the changes that occurred in plant tissue -and particularly in the cell membrane-during the 

carbonization process that turns plant matter into coa1. She also classified numerous plant 

fossilsラ inthe process discovering at least six ancient species (which as a result include Yasui in 

their scientific names). Through her researchラ shewas able to disprove the accepted explanation 

regarding the carbonization process -that it was the work of microbes-and propose a new 

theory: that in the course of geological upheavalsラ plantsbecame sediment that underwent 

gradual carbonization through the physico-chemical action of the matter above and below it. 

This excellent study was a first for J apan， in terms of both methods and resultsラ andYasui's 

paper "A Botanica1 Study of Japanese Coal" earned her the degree of doctor of science from 

Tokyo Imperia1 University in 1927. 

COURAGE， RIGOR， HUMILlTY 

The debut of Japan's first woman doctor of science was celebrated in newspapers and 

magazines as an epoch -making eventラ andthe news brought j oy and hope to women around the 

country. Accepting the honor with an air of embarrassmentラ Yasuispoke as follows. "Blessed 

by the understanding of those around me and with nothing to encumber me， 1 have simply 

plodded along a path of my own choosing. 1 do not seek fame， nor do 1 desire high statusラ but

will be content to know that my work lives on after me." These humble wordsラ comingfrom a 

woman who conquered huge obstacles by sheer force ofwill and passion for knowledgeラreveal

Yasui's sterling character. 

In 1929， the journal Cytologia (Cytology) was launchedラ withFujii as editor in chief. 

Yasui first served as business manager and accountant and later worked on both editing and 

productionラthushelping to spread news of Japanese scholarship around the world. 

At the same time that she was carrying out important research at Tokyo Imperial Universityラ

Yasui was doing significant work on plant cytology at Tokyo Women's Higher Normal 

Schoolラ studyingthe cell structure -including the contents of the cell and the formation of 

the membrane -in a variety of plants， such as spiderwort (Tradescantia ref1exa) and the 
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castor bean plant (Ricinus communis). Next she expanded into the fields of cytogenetics and 

comparative embryologyラ using15 plant species including a number belonging to the poppy 

familyラ andultimately used her findings to tackle plant phylogenyラ orthe evolution of plant 

"families." Looking back over her career， Yasui once saidラ "Inthe endラ 1thinkラ mywhole life's 

work has been the study of phylogeny. Yasui published 95 research papers during the course 

of her career， the last appearing in 1957ラ whenshe was 77 years old. Biology professor Torao 

Otsuki of Ochanomizu Universityラwhoknew Yasui wellラ saidthat "in terms ofboth the quality 

and quantity of her achievementsラ shebelongs in the top tier of world scholars among women 

scholarsラ sheis equaled by few in the world. " 

As a teacherラYasuifirmly maintained high standards at all times and made it clear that she 

would not a110w her female students to make excuses for themselves. Outside of the lab or 

classroomラ however，she was kind and generous to her juniors and students alike. In short， 

she was a strict teacher but a warm human being. In connection with the educational reforms 

carried out after the end of World War IIラ Yasuicampaigned actively along with several 

co11eagues for the establishment of a national women's university devoted to specialized study 

and research， and in 1949 her efforts bore 丘uitwhen Tokyo Women's Higher Norma1 School 

became Ochanomizu University. Yasui became a professor at the new university and devoted 

herself to nurturing a new generation of scientists. 

Kono Yasui lived for many years with her sister Masa， who was younger by 20 years. Masa， 

a painter in the Japanese style (Nihonga)ラ tookcare of household duties for Kono. Thusラ even

after Yasui retired and was made professor emeritus in 1952， she was able to spend her days 

from dawn to dusk carrying out research and editing the journa1 Cytologia. In 1962ラ however，

she was confined to bed. According to those who ca11ed on her， she invariably had an English-

language newspaper and the latest scholarly journals at her bedside. She enjoyed listening to 

conversation and always showed the greatest care and taste in the traditional tea utensils and 

sweets she used to entertain her visitors. Summing up her lifeラYasuisaid simply， " It was a joy 

because 1 loved doing research." Kono Yasui died in 1971， at the age of 91. She remains to 

this day a shining beacon for women scientists to fo11o 
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