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閉会の辞

京 都 大学総長松本紘

こんにちは。

本日は休日にもかかわらず、多くの方々にお越しいただきうれしく思います。ここで大学を代

表して、当シンポジウムにご参加いただきました市民の皆様にお干しを申し上げますとともに、こ

のシンポジウムはシリーズ開催しており、京都大学が誇りとする多くの研究所群、研究センタ一

群が力を合わせて鶏起していますので、開催に携わった関係者にもお礼を申し上げたいと思いま

す。

このシリーズは、「京都からの提言jとなっておりまして、 121世紀の日本を考えるJをメイ

ンテーマに日本の各地にて開催してまいりました。第6回目となる今回、震災が起こり、原子力

発電所の事故が起こり、大きな転換期を迎えた、あるいは、原子力発電所をどうするのだという

お話もフロアから出ましたし、心の問題についても共感していただいた方も多かったのではない

かと思っています。今回は、「混沌の時代に光を探るjというテーマで開催させていただきまし

たが、実はこのテーマは震災の起こる前から決まっていました。大震災が起こって日本人の心の

中に大きな亀裂が入り、自分遠のこれからの生き方をどうしょうかと考えた持期に合わせてつ

くったテーマではないのです。つまり、大学は、日本の将来のことを常に考えなくてはいけない

という意味で情報を発信しようと既に計画をしていたということです。ある意味では、遅きに失

したとのご叱責を市民の皆様から受けるかもしれません。大学というのは巨大な組織で、いろい

ろな研究者、専門家がいます。それぞれが、それぞれの道を深く掘り下げることで、いろいろな

知識を集積して、最後のご講演者の上田先生のお話にもありましたように、その知識を生かして

これからの日本の育成、あるいは社会の育成のため、どう貢献しょうかと日夜努力をしていると

ころです。しかし、一方では大学としての組織が巨大になりすぎたが故に、大学と社会の関連性

という点、において、少し欠陥があるのではないかというように思い始めている五芹究者もおります

し、市民の皆様の中にもそういう声があることを承知しています。従いまして、本日は少しお時

間をいただいて、「大災害を契機に考える大学と社会の方向性jというテーマで、ごく簡単に私

見を述べてみたいと思います。

まず100年前に、日本が明治時代から先進国入りをして、明治の人達はいろいろなことを予

想していました。こちらのスライドは報知新聞のちょうど 1901年の未来の予想項目ですが、

皆さんご覧になってほとんど実現したと思われるのではないで、しょうか。無線電信からはじまっ

て、電気の輸送まで項目が挙がっています。私もこれを見て、今のようにコンビュータもなければ、

優れた情報の交換もなかった時代にこれだけを予測した明治の人達に感銘を受けました。文字が

薄く消えた項目、例えばサハラ砂漠の完全系新じ蚊やノミの完全滅亡、人と獣の会話自在といっ
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た項目は実現していないと思いますが、他はほぼ全て実現したといっても良いと思います。これ

らの予想項目には、人間というのはやはり良い生活がしたい、利便性を追求したい、快適性を追

求したいというのが根底にあると思いますし、これはおそらく今後も変わらないということは最

後の上回先生のお話でもございました。

薙かに、スライドに示しました航空機、原子力、車、新幹線、コンピュー夕、携帯電話は、私

達の生活を非常に便利にしましたが、こういうものは事故も起こします。今回の大災害に関連し

て起こった福島の原子力発電所もそうですし、航空機は毎日毎日、何百機、何千機と飛んで、おり

ますが、時には事故が起こり、人命が失われます。車は非常に便利で皆さん日常的に使っておら

れますが、大きな事故が起こっていることも事実です。原子力発電所も今回、いろんな要素が絡

まって事故に至りました。それぞれ事故の結果や規模は遠いますが、時間の経過とともに大きな

被害をもたらすもの、人命をたくさん一挙に失うもの、あるいは車社会での交通事故というもの

が、人が利便性を追求していく上でどうしても生じます。よく知られた日本のことわざに「事足

れば、足るに任せて事足らず¥足らで事足る身こそ安けれjということわざがあります。満足し

たらもっと欲しいという気持ちになりますし、足らないなら足らないなりに我慢すれば心身とも

に安心な社会ができるのではないかということを、何百年も前から伝えられてきました。これは

日本人の車問底にあったものと思います。 今回の原子力発電の事故を考えてみるときに、江戸末

期から明治の初期の頃に活躍した橋本在内という方の言葉が大変興味深いので、ここに紹介いた

します。

洋学の義

自身合い正しく相関き候時は

その利移しくこれ有候えども、

万一杜撰に相成り候時は、その害言ふに及ばず

(すじあいただしくあいひらきそうろうときはそのりおびただしくこれありそうらえども、まん

しミちずさんにあいなりそうろうときは、 そのがいいうにおよばず)

候文ですから少し分かりにくいですが、「洋学j と書いてあるところを科学t矧~と読み替えると、

科学槻jは正しく使えば、担当へんその利益は大きい。

でも、万一ずさんになったら、その時はその害は非常に大変な事になるよ、ということを彼は福

井県の明道館とt)う福井藩で新しく創った学校の開会の意見書として藩主に出しています。

凡そ、大いに人を利するものは、また必ず

大いに人を害するの弊なきこと能わず
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(およそ、 おおいにひとをりするものは、またかならず おおいにひとをがいするのへいなきこ

とあたわず)

この言葉を今の現実に穂らして考えますと、確かに科学t対fJは必要だけれども、本当に筋合い正

しく理解をして使わなくてはいけないということを警告 ったのではないかと思います。科

学が悪いのか、科学を使う人が悪いのか、社会が悪いのかとし寸話は、これは平行線だろうと思っ

ています。今回の地震、原発災害、津波に対して、想定外とし寸言葉も出てまいりましたが、私

は想定外担当う言葉は研究者が苦う言葉ではないと思っています。研究者はどこまでどう t'1う事

実がわかったかということを謙虚に言うものであって、予灘はなかなか難しい。できない事はで

きない、わからないことはわからないというのが科学だと思うのです。しかし、政府や事業者は

そういうわけにはいきません。現実の経済もそうかも知れません。何かを決めないと前ヘ進めな

い。だから想定値を置くのです。しかし研究者は、事業者が、あるいは政府がやることについて、

「その想定はおかしt'lJとt'lう指描もせずに、研究に選進してきたという両者のコミュニケーショ

ンのギャップが存在します。これは今回の災害を契機に我々も考えなくてはいけません。いかに

コミュニケーションをとって、

た。

もしっかりと言っていくということが必要だろうと思いまし

それでは大学は何もしなかったのかといいますと、震災後、実は非常にたくさんのシンポジウ

ム、あるいは検討会が各大学で行われております。最初に開催したのはおそらく京都大学だと思

t '1ますが、 4月1日に本学の放射綜生物研究センターの先生による「遺伝子に放射線がどうしミう

影響を及ぼすかjとt'1う講演を京都大学東京オフィスで開催しました。多くの方にお越しいただ

き、会場は満席でした。学問の成果を、自分の判断で、自分の耳で開いて考えたい方が多く、そ

のご希望にちょうど呼応できたということだったのです。

その後、京都大学を含め、他の大学でも多くの震災関連のシンポジウムを開催しておられます。

東北大学にて8月11日に開寵されたシンポジウムには、京都大学から私も含めて参加しまして、

現地で災害を視察し、現地の先生方、現地の市民の方々と、今回の震災をどのように捉え、復興

に向けた大学の役割について議論を行い、私も冒頭に基調講演をさせていただきました。

そうしミうことで、大学関係者は自分の持っている知識を社会に提供しようとし寸意欲は大t'lに

あるのです。震災後それが特に強くなりました。一方、震災から学んで、、さらに社会に役立つ情

報をこれから研究していこうという方もたくさんおられます。両方がやはり手を結ぶべきだろう

と思います。

本日は本学の研究の一端を聴いていただいたと思いますが、本学には災害を研究対象としてい

る防災研究所、あるいは放射線生物研究センタ一、原子炉実験所等があり、やはりこうし寸大災

害に対しては、あらゆる学問、知識を動員して議論しなければ、しっかりした解決法はなかなか

見つかりにくいと思います。そこで本学のこころの未来研究センターや、心理学者、文学者、教
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育学者といったいろいろな人々に集まってもらって震災の復興を検討するため、 4月28日に「京

都大学復興熟議Jとt)う会議を開催しました。会議前半はオーブ。ンだったのですが、後半はクロー

ズで、教員あるいは研究者が各テーブルに分かれてどういうことが問題なのか、どういうことを

問題にすべきか、何をアクションとしてやればいいかと言うことを熟議形式で行いました。そし

て、パネルに問題点を整理して、今後大学として情報、知識を共有しながら社会に向けて発信を

しようというのが、第1回目でございました。

現代文明の見直しというお話があり、最後にフロアからも同様に文明の見宜しの声をいただき

ました。まさしくこの災害は、人間にとって、日本人にとって大きな出来事で、世界も大きく震

搭させました。現代文明って侍だろう、我々の生活はこれで良いのかという事を、思い起こさせ

たと思っています。皆さんもきっと同意されると思います。私は2つほどこれについてお話した

いことがあります。

一つ目は世界の経済成長についてです。現在、世界中の国が経済成長を競い合っております。

私は宇宙科学者ですので、地球という星の有限性ということについて常に考えていますので、地

球は大丈夫だろうかと心配しています。このまま突っ走って滅亡に陥らないかという気も若干い

たします。人口は人間が誕生してから、本当にごく直近の 100年、 200年で指数関数的に上

昇しています。 2050年に92億人となり、石油はすでにピークを過ぎて今は減りつつありま

す。工業が盛んになってネ封斉を支えていますが、工業に必要な金や銀、銅、鉛も 20年、 30年

で枯渇するという事がデータ上明らかになっています。 100年以内に銀、金、石油、鉛、銅、

亜鉛、天然ガス、ウラン、モリブデン、タングステンといった、 t)ずれも工業に必要な資源が枯

渇することになります。鉱物の争奪戦が起こる可能性が非常に高く、レアアースだけの問題では

ありません。

つまり、今後50年くらいの間に、地球上の人間文明が環境問題を抱え、エネルギー問題を抱

え、資源問題を抱え、パンデミックを抱え、そして複合的な問題に我々は対処しなければいけま

せん。これは一人一人の問題であると同時に研究者、あるいは科学者、学者も責任の一端を担っ

ていると思っています。エネルギー技術、医療t対話、資源採掘技術、食糧問題、食糧技術、材料

t親弘安心安全ま矧ij等、書き並べればきりがないくらt)たくさんの問題を突きつけられています。

これは非常に捜合的で難しい問題です。先ほどお話が出ましたように、みんな良い生活がしたい

と思ってやってきたのです。文明はまだまだ発展するとみんな期待しているし、そう思っていま

す。私自身もそう思ってきましたし、今でもそう期待しています。

産業革命後、文明あるいは利便性、生活の質は、ほぼ右肩あがりに向上してきたと思います。

ところが、我が国の人口は減っていきますが、世界中はどんどん増加します。資源不足、食糧不足、

水不足といった文明の発展を妨げる要因が、文明の発展スピードよりも遥かに速いスピードで進

行しています。そうしますと、どこかで世界全体のクオリティオブライフ、つまり人間の生活の

質の高さというものが落ちていきます。問題はこの質低下がいつ起こるのか、 30年先なのか、
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50年先なのか、 100年先、 500年先…。これは論が分かれるかと思いますが、私は30年

から 50年先だと思っています。他方、学問は様々な分野で進歩し、専門家の数が非常に増え、

ますます新しい知見がたまってきています。このような知見を総動員して今回のような大災害や

世界の大きな問題が解決できるかという問題が別途あります。これは非常に難しい問題です。

学問分野も昔は、哲学、歴史学、文学、法学、経済学、あるいは情報学、物理学、数学、化学、

農学、生物学、医学、薬学といった程度に分化していたと思いますが、現代の学問はさらに細分

化しています。非常に細かく枝分かれをしており、それぞれの枝先に専門家が専門をさらに進め

るとt)う研究をしなければなりません。世界の学問界もそうなっております。しかし、我々現代

文明の質の高さゃあり方そのものを考える時に、専門家が発吉できる機会はどれくらいあるだろ

うか、あるいは発言してきたか、私たち研究者自身も反省する必要があると思います。 ルネッサ

ンスの持代には、大学の役割は非常に大きく、社会の活性のもとになったので、すO それまでは専

門家が各専門分野を進化させてきましたが、社会全体のための学聞が必要となり、中世に新しい

大学ができました。そこで[統合知Jということが出来ていました。ところが現代の大学の様子

は、ルネッサンス前の状況のように、それぞれの専門家が各専門分野を深堀りすることに選進を

していまして、それ自体は悪いことではなく必要なことですが、それだけでいいのかということ

を深く反省すべきだと思います。

日激石は、「素人と黒人(くろうと)Jという随筆の中で、「黒人Jは観察や研究の時間が長け

れば長いほどだんだんと縮かい事が自に入ってくると述べています。確かに、一つの事をず、っと

やっていますと研究は深くなっていると思いますが、 j敷石は「深くはなっているのではなく、細

かくなっただけだ。Jと述べております。これは大から小に移っただけで、浅いところから深いと

ころに行ったわけで、もなく、上部から内部ヘ突っ込んだわけで、もないということをこの随筆の中

っています。一方、素人というのは、全体をおぼろに見ておりますけれども、専門家ではな

いので細かい事はわからない。でも素人は、物事の大きな輪郭に対して、夜感力があります。そ

の輪郭とt'lうのは当時のt説話命を意味し、激石は技術家を非難して、その輪郭の中で金魚、の様に

あっぷあっぷ浮いているのが「黒人Jではないか、そういう「黒人jが多いのではないかと指摘

しました。立派な「黒人Jもいるということも述べていますが、興味深いのは最後の締めに書い

てあります。新しい事をはじめる入は前例がなかった。だから新しい。つまり、新しい事が始ま

る前は「黒人jじゃなかった。だから、素人的なマインドを持つ「黒人jが必要である、という

警告を彼は発しています。そう t)う意味で我々の学問もプロフェッショナルで、世界の先端と競っ

ておりますが、それと同時に現代の人類全体の難しい問題に取り組むためには、我々研究者が互

いに協力し、どの分野にどうt'lう研究者が居て、 t)ろいろな情報交換をして、一人一人が自分の

持っている知識より広い知識を持とうとする努力が必要だろうと考え始めるようになりました。

知識を木に例えますと、先端の枝葉だけではなく、幹という学問の本質を追究し、傭轍的視野を

持った人材を必要としています。昔の日本人は、このことを論語から学んで、、「務本之学j、つま
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り「もともとの本質的なところに日を向けようJと警告を発しながら勉強していました。我々も

そうでなければならないと思っています。

したがって人材育成は非常に難しく、専門家は先端研究だけではなく「務本之学jも取り組ん

でもらわないといけない。そうすると専門家を枝葉部分から順番に幹の部分に庚すような教育シ

ステムも必要だろうと京都大学では考えています。世界との競争の中で高度専門研究をしながら、

論文も作成し、かつ幅広い教養・知識、そしてもともと人間とは何か、現代文明とは何ぞやと考

える哲学も議論できる入を育てる必要があると思っています。京都大学ではそのような人材を育

成する新しい大学院を模索しています。リーダーの仕事は、困難な仕事です。 リーダーは大きな

責任を負う必要がありますので、自分で考え、行動に移すという意味を持つ「思修館」という大

学院を 1---2年のうちに発足させたいと考えています。

社会の方向性を見定めることは難しいですけれども、科学的知見が十分に活かしきれていない

という反省も一部にはあると思います。専門の道に入ってそれぞれの研究を深めるということだ

けではいけないのではないで、しょうか。これは今田の大災害の大きな教訓だろうと思います。

の百本の社会は前提条件を見直すという制度がないので、批判的な事が苦えません。そのため、

日本は村社会と化しており、その村社会を脱する一つの方法として制度化する必要があると個人

的には思っています。例えば、ある目的で経済を発展させようとか、何か豊かな社会を創ろうと

目的を決めて政策を決めますが、その時に前提条件がいろいろあって、技術、社会情勢、資源な

どを検討して、いくつかの選t尺肢の中から lつを選択してきたのです。しかし、選択されるまで

の過程の記録は残っていません。 Aとt'¥う結果だけが残って一人歩きします。選択された事業や

政策が始まると、直接の関係者以外に利害関係者が周辺に出てきます。事業や政策が11境調に走り

出すと、それに本を差すような発言や行動はしにくくなる。これは、社会学の言葉をお借りする

と「間接的互恵性jというのだそうです。簡単に言いますと、下手な事をいうと自分の身に火の

粉がかかるとLミうことです。しかし、前提条件が時代とともに急激lこ変わってしミく中で、村八分

のような、間接的互恵性に基づく重苦しい社会的関予維持機構を突破してくれる人が現れるのを

待つよりは、前提条件というものを関係者だけではなく周辺の人も入れて、定期的にチェックし

ましようとし寸提言を、私はしていきたいと思っています。それによって村社会ということが脱

却できるのではないかと期待しています。これは、日経新開に書かせていただいた記事ですが、

改めてここで解説をさせていただきました。

これからの日本の大学というのは、世界の大学も同様ですが、知的財産をもって世界に貢献す

る必要があるのです。そして、最も強調したいことは、日本の成長とは何ぞやということを考え

る必要があるということです。もちろん経済は自らなくてはなりません。しかし、なぜ、経済を屈

すのか。エネルギーはどう節約したらいいのか、あるいはエネルギーを浪費しない質素な生活は

あり得るのか。エネルギーが豊富にあれば、それを利用して良い生活をおくることができるでしょ

う。しかし、エネルギー資源が豊富にないことや大事故が発生する可能性について考える必要が
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あります。私はf矧 j屋、科学屋でござしミますのでほとんどの問題は科学的に、ま矧tr的に解決でき

ると思っています。ただし、そのためには時間が必要です。科学技術では、今日、明日に答えが

出るものではありません。同じく学問も成果が出るまで、 30年、 50年とかかる場合が多いです。

そうすると、資源ネ出渇の防止、あるいは代替エネルギーの世界的拡充までの時間稼ぎをなんらか

の形で行う必要があります。手段を選ばず経済成長ばかりを求めていてはいけません。日本人の

持っている「共生(ともいき)Jの心、つまり自然の恵みを大切にし、むやみに開発せず、自然

のサイクルに合った生き方を世界に向けて発信していきたいと思います。そのためには、まさに

科学技術が必要で、、地球上、あるいは宇宙にある資源を利用して新しい技術を開発することがで

きるかもしれません。しかし、時間が足りないので、時間を稼げるように少し生活を質素にやり

ませんかというのが、一つの考え方だと思います。先ほど上田先生もそういうことをおっしゃっ

たのだと思いますが、私も同感です。

京都大学では、今回のシンポジウムを端緒とし、安全安心な輝ける国づくりを目指して、「大

震災後を考えるJをテーマにシリーズでシンポジウムを行っていきます。秋までに 12回のシン

ポジウムを予定しています。全国各地でシンポジウムを開催し、京都大学が何を考え、どういう

研究者がどういうことを提言できるか。京都大学の教員@研究者が社会にできるだけ数多く情報

発信をして市民のみなさんと議論しながら我々も勉強させていただきたいと思います。どうぞ市

民の皆様のご協力をお願いいたします。
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