
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

京都大学法人化の前後 : 尾池和夫第
二十四代京都大学総長アクション
レポート

京都大学法人化の前後 : 尾池和夫第二十四代京都大学総長アクション
レポート. 2008: 1-50

2008

http://hdl.handle.net/2433/201944



、

ア尾 法ク 池
シ 和

人ヨ 夫

／ 第

化レー
ポ一
l十

のト四
代

ーミ之A

京 目リ都
大 f麦'¥ 
fl,公b、
長



02畿各事業年度の年次活動報告

07 .尾池総長の言葉
～式辞より～

17 .総長としての5年間を終えて
～学生との対談～

日ンセ

初

戦

ツ
た
一
一
一
足

リ

古

紙

か
一
川
市

、‘
J

宅

一

ノ

カ

長

結

界

蹴

揃

各

酌

臨

鳳
噛

ウ
tつ山

49 .学外での活動

1 



各事業年震の年次活動報告
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尾治総長の曾議

・京都大学総長として
一国立大学法人化を居前に控えて一
fi1宇のあい事つ（2ぽ~1F.151'1）より

S聴衆に草降任して初めての車青年＊迎え 争の結集がどのように欝偏されるかとい 〈ととが強要ですが、3聖書事大学はau島鯵
寵した.~の初めの幾拶暑させていただ う＝.tiご海〈鱒わりが晶り寂す． 3容のご害事カの書事績が十分に晶る大学で

くのは4援なとと守晶弘家援するととで 学問の野債は．それぞれの学問の分 品。ます．その録音島幸法人伐という荒波

も晶ります．総議録をまに晶たっての、私の 重，~究めた研労者によらなければ費量し から守t:Jfl＜のが、殺に与えられた仕事

援本的な考え方のー惨嘩ゆし上伊官、ど いとも吟言語が轟ります．大学の縛僚は大 であろうと思い＇＊す．

動軍事告’軍司r.またぷ潤唱’S耳障りたいと存 学でなければで曹ない西日が畠ります．自 学問の手詰まには、l.!(治研究の分野‘

じます． 己＃舗を曹ちんとすることがで車事必要 袋織研究の分野．高砂｝磁気の:9，，があり、

!I→三自由の学処を継承し徴”をぜ、 があ革主患います．その元め人与野舗の それらが滋4ーして務先ltllを•；健なも

"11111111llf•告釜本kするという大剛1・在、 京都大学方式を擁立す事免ltJの、解骨匝 のにしてい草ます．その成集を.捜しな

皐らおぬてE子』：：Me-てお曹たいと緩い会れ 方式の分唱時k重量aの検討を治めたいと がら、社会に還元す志のが京都大学の

との方衡を貧いてい〈ためには、今年連E 添っています． 縫目でオJ".号れによって、ft織をt台、Ill

える鎗立大学浪人.ftふとの大飯町を守 虫食、社会の務舗をしっかりと得議た泌 際社会への貧献がで曽ます．喧の絡S匹、

り発S聖書せ轟た袷に後立つことt.$ります には、大学の申婦を苦手レ〈、正指l：，湾当E 京都大学に対する解舗は自ずから与え

が、ときにはその伝織を守るための餓げ に、色合に見せ轟努力が大学の舗に必 られ.1!:18います「．

にな暮可鈴俊もあ高と.¥!I.います． 聖書です．そのためには広報の車問飽を大 大学型車望書の中で、e:i事＇＇陣島織の＃

今年4Jl1自には、訟は新し〈俊窟され 舗に充実す轟ZとがII須の条件で畠号車 在もさらに2陸自由していかなければならな

る業績大学の・＊＇こ指名書れ晶ととにな す．大~tllli誌に型車鴛してもらうととが いと患います.B＊＇~面会織の俊樹は、

官ています．法人法のa聞 iこよって、事日 1重要です，l哲t互にbかる言u慢で＇lffJ莞 郵政府組織、？なむちNGOとしての役

ダシップ在費量縛するよう求惨られてい暮 に型車鯵してもらって‘！ま1;めて研究のlit l!Cfこあり宏す．務調管から獄立してm，容に

わけですが、京都大学で線、ボトムアップ 巣が生きて〈ると緩います． 学者の立織か晶~Illの司E織に自揮するお

による企廷を也とにするリーグシヲプを豊島 つぎに．唱~t.t..•添事士会の調和串る共 型軽量f揺を灘診す事ととので曹事食重な鎗

本方針としたいと思います..局の自治 存I;いう、京都大君障の畿本塁Z念にもある 線？す.~書簡会議't'I主、例えば.200時7

＂＊織とする京都大学の伝統 t口氏107 線量障が2陸喜書~t•っています．総会火 月15BI：、fl盟主犬学法人化紋大学紛埋ま

年の歴史のゆで費量かれて者た、学測の 学どして、多織な研集の発銀をはかり、 発句朝日用研究所等のあ切"JI.についてJt

＂＇~曲が畠ります．商事局長会織での自由鎗 ’聞かれた大学としてその研ヲ構成原を稔 もち妥当を鎖しても喰す．大学り法人化で、

を事e1：、さま自rまなととを考えていく獲量Z 会t~.ザ湯元するとと埠鴻害事大学の彼自です． 各大学の重量告の穆念による獲量Sが、と橿

方法を大切にし紛れ』掠りまぜん． そのためには、t世界から有総な人材＊し には、全信共到利用の研1館所のヨE望t~

添人ftl：：串~つては館後潟〈大学を ヮかりと費lftlしつつ、事事J:りも入豊富の食 樹君Zれ:Itいiifi：告書寄っととが鋤念され晶の

自鎗してと曾われていますが、一般的に むM•のことを.t＜知って、その絡事告と であります．大学も貨の予算が支自白され

到底寄与.II玉置を不At•に司事入しますk、ー 人類の共生者自鈴とする情型車にJlll)ll ながら、政府からは独立して将来が輪骨量

つの自織に向かヮて全員が調住専出して、 むととが大切と患ってい車す． されないといけま令ん．その袋家密保iE

結集約には冊ltlt叙してし車うごとにな そのととをお＊としつつ、総合大学k す愚考え方がしっかり乞俵付いていてと号、

るとい号m軍が鎗を車す．ζのことは.. して畠らゆる分野の学聞を貧民事ぜてい 夫浮金支える文節約管台と大学とのJt-
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トナ、同シップが成り立っと笥えるの？す． 機内幸混濁してその紛来をJl.ております． 治t冒』舟ルな患のZそ、鍍息グロ』，t)l.

務実成祭のを士会への伝望書と還元の也 .の高い医猿サH ピX色、研究成系を な晶ので＂＇ると・＂は忽ヲています.－. c事
っと色種本が学生のftl智です..畿大 生かした社会貢献の大曹な分野で畠りま の文化がぞれの実例です．黛事事t志望世界
学は、日本人争弘祉会人、外題人錫争生． す．また..ッーワークによるサーピRもm書 の入が知っτい宏す．その錘f立さを金か

在日外回入学金なE.畠らゆ畠人々 tこ、総 ？す．とれるをいかに発E隠せてい〈か して、t世界に向かって文化4量発信してい
等の繍会を用2置する..が晶るk思い が隷a曜の一つです．例えぽ、来事事大学 かなけれぽなりません．そのためには大

ます．凶際的郷里Fと均衡殺鷺をそなえた 医学郷田~·鈎院で、患者にとって後遺 学コンソ4 シアム京都などの取り組みにも、

人材のWiitを目指して、!1t’曜に郵書館＇＝ .0:1!!:’1!1111~障を銀色翁.さ喰暑ととなe、 主り厳唱匝f.11＝•加してい〈ととが必要だ

持つ人材喪受け入れて、学ill::司著書抵の •＜の鎌婚が鼻静ます．今年主主医a闘の餅 主縁っています．

11喪用調Eし、列車量さぜてい量たいとIIっ 研修制度が鎗まる埼玉でもあ切ます． 京都大学教合併銘議興財団をはじめ、

「Cいます．そのひkっとして、安全なキャ 京都量産地に事昌三つのキャンパ昆を 多〈のE書簡や市民からの寄紛が、とれか

ンパXを絡調臨す器加、うA・体的な目舗を 中心kする京都大学F志、旗揚鎗絡に主主 ちの~f事大学の話働を支えてい曽ます．

震詰ました．学盆にとって安全なキャシパ ますも寄った京都の文化を大舗にし、その Iii•会組織の連唱置と育成をはか晶の也、

Xであるための曇本方策を翁対していた 気重量に1電車tta錬.岳色っています．鎗 今後の大量な錬.の一つです．その点

~＜な酔で、一つの符鋤として、夜中にバ 舗の文化t'<l'り、その発展1：貢献す畠と に関して也、管織のご事Ifとご織力~、と

ト口』・A-.舟』の赤ヲンプ寄宿署量寄せながら とを大切にす·ii::~ゆZとも診吹方針です． とろからお属品為したいと思います．

・法人化を迎え、基本理念のもとにさらなる発展を
級官官級免除・会総書， (2004年41寺1日）より

ソメイ書シJがーヨff司卿測になりました． いて、今日ーヲ寄1：鑓立大挙法人kなりま その法人が「京都大学jを銭信しました．

とれはみな関む遺伝子を持9ていて、4量 した．京都大学の遺伝子情織は百年~ との京都大学的汚名前t.t≪わらない

や絡のセンサ叫がア~"IO.X7-iアの条件を に串りますが、払はまだ企画ll!t書暗んでい のですが、観・活字句障が俊わりました．

.• 無し、織のセンサーがリソス7-fアの条 まぜん．しかし、銃帰ごとに大量〈鰐皮す 今まで、法人.ff:で耳~－大学は俊わりま

停を側如して、ーヲ専に尊民〈のだと忽い奮す． るような情械を持っているようです． ぜんと、私はいろいろな場面で申し上げ

着色は20J陸〈晶、ミのF章、との一斉に煙車〈の との大学のI京都大学jという各がは ました．しかし、実僚は法人になって疲

fit不思議だと8いましたが、とれが今で じめて＇＊ bれた鑑録t章、18嘗1（明治2') 鍾形織が.わったわけです．その2・備

は鄭切でをるのです．大学の積雪電という 年8~に作られたr~畿大学条例jで畠 の鱗鎗の命で、税はみなさんのご鳶島幸

のはそういう也のだと思いました． ろうと曾われています．その鯵舟ぽr-. I::官.！：Illいておりましたが、作自主で、＆

家事事大学t'tl:.今目、東南アジア研努 御大学ハ天皇陛下＇.I！除療保•.1下二，Jl: 本理念を・聖書提l事という意見は－Ill:も

E時が発足レ、草食生存図研究所が発足 チjと鯵まっています． 聞きませんでした．しかも自由の学局設

しました．との生存型国初来”が7トモ.X7 そしね鈍排溺在の縛4閣の大学｛い 継承し鈴鹿させ必轟ります．やはり京都

4アを研究L殺すが、宇治のキマンパス明主、 bゆ遺厳命決奇声｝が.r弓明閣の自由J.「学 大学隊、法人化で変わらないと、今畠§

.ll下のリソ2フ4ア・t;ー績にして‘総務か 衡の中心としての大学J.「大学の自治J ためて績備している次鯵です．との.

らよと下の生存濁を初雪慢しようとする前 幸雄.l::!it蛍きれました． 本鍾念のもと4己、さもなる発綬舎はかつて

題を矯めま't. 筑ぬ4年.（／Jl目、回立大学主主人法によ い輩たい.！：IIいますの守、みなさんのご

鑓立大学色みな関~遺伝子を持9て って盟主大学者主人京都大学金’mr吉弘 筋力をお腹いして、鎗拶といたします．
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尾治総長の曾議

・京都大学の果たすべき役割一教育と研究と医療一
fiM銀用機員研修鎗移（2005~9HSB）より

今からが料品い前、訟は理学研貸手事

長の仕事につ曹＊L-た．その頃iごは．京

都大学のとと告書置す鰍＝、よ〈今日のよう

な鈴拶では．草｛ft＊学のfiH聞は.r研究

と書l'lt'J 't"；晶ると義務しました．先織の研
究を強力に灘惨ながら、.，，辛苦量~てそ

の成嫌逢学生に伝えていくのまさけれε私
設負が••1＝•膏宛を調臨めていると、!JI:

S主たちはその当提唱1:-ft.て白書1t1:::,1't量産して

い〈というように鑓しました．そのことIt~

でも$ち昌んlllltヮていないと緩います．

fl:.媛、鉄粛と曾むずに、.詰までは、~司障

の演をJiτ後鎌たちが育ってい〈という

曾い"Jiをする場合が多くなりました．

家事事大学E留学長になって也、2001/F

編かも嗣~.ように宣言っていました．その後、

国立大学嶋監入伽2具体的i乙恥て軒、

Hile黛設するようSこなっ食というととが

皐るの？すが‘li{＇鋪大学の俊剣を 2書うIt

1:. fll'fll'J;:i育実J1:.いうようにa闘を実え
てfiすようになりました．大学？ー需の

ゆ心ti;.侭1:.1!つでも学隼であり、学！：が

いなければ大学は成立しないとも吟、曽

わlbて単純明後~－草野Z基づ〈省い11

で晶ります．

その~ですが、今年畠たりから、もうー

っ2闘えて議事Eするようにな暗ました.ll' 

書事大学の俊樹は、ra脊と積雪＇~医書院j
です、という岩屋君臨で.，，ります．目立大学

法人3聖書事大学が濃密主れ、その法人が

家事事大学在..寸書ともゆ形理11：：•わ

って、大学(/J厳裁を担当する毎暑は、そ

れまでの銀理由Fから総君臨蕗へと名事事を
笑えまし会.::t絡事れ：／＇：経後幸俊うという

考え方で、その::t111の緩型臣告するlit!

から、自ら≪入を得て‘それを大学の運

営に溶かしてい〈という般車寄金銀うよう

に変わったのです．それに絞って、その

大曹な修分を占惨事大伊絢院の鎗.Iii医

療への貧献を鯵に運営の中で倉，aしな
4対zばならないb考えたわけです．

大学掬院のゆで娘、患者さんたちが

入際し念り外来で鯵療を受Sすたりしてい

ます.ofζ？は緩緩むき量食事医m司P-11•

.，~怠!)lll!~量士なAとさまざまな毎週障理事

門験、底銀従．者がいます．車食費町惨劇P
の人事次の世代寄鍋う学生毛います．学

生の中にはお礎医学舎志す入也、健康

科学~テ＿..，にする学生也、医療場何事島

幸慾す人也います．とのようにAる一つ

の.llJIHこ焦点在当ててみても．宗務大

学の彼自日は総合的で頼IA＜盟理自目されて
い〈というととがわかります．

京都大学の~!it~＝·ーする分野の長

いuの司直.J<蛍ねの上に、今の器使医

学での’曜かしい研究員誕祭fl!.串り、目覚ま

しい先箱医療の1l般が喜弘治織の健

康と医療に貧献する活動が串るのです．

その!tll!を2・2棋に綴り返って兎て也、事耐
えば、野口英.111:::1!,!)l鯵士の•atを書置

与したのはとの京都大学俗学歯車で畠り、

残念ながらむ〈なって間に合い車せんで

したが、野口博士＞$：／－ベ）＼，’E級事由とし
て指嫁したの弘d 大学の級銀たちで

＂ったというように、戸舎大にして漉せる

ととが晶ります．また、1937年にll'・携帯回

大学医学部を本議された目野原 11i,J

~!tのた〈さんの本が書店に掠.. 著書み

されてベ.:i:•セチ吋こなっています．

これか縛内で話題（：：なることのーっ

1：：‘ilJll·~関承金書量100年の行事があり

ます.2~年6/.110自のS店舗田昌繕自障

会決訟で、Z嶋崎はf箇際紛MJとさ
れています.200時 !;t、近代物理脚の

授となった7JI.，パートアインシ品タインに

主宰盟主要な軍司雪量的JU曜の100周年にit>

fと6ζk告黛織し、

Lllil連aw械学文化繊関｛ユ＊,;c坊が

加俗年寄「国際物理軍年.J~J!貧したとと

を敏漉する．

2.ユネ)C；：！に対レ、飽発途上Z置を含めた

世界中の鎗留学会およびその他国体と

協力し、f国際総f!lfi'.J奇書記うお..，争組

織するよう促す．

3滋抑鮮をf園際総獲＃－Je'.ilr雷する．

と盆脅しました．

19嶋年l:.アインシぷ~-fンの奇騰の年

掛脚注す．との与には絹iこ光量量子

の鎗文.4J.Iにブラウン濯.の鎗女、5.f'lに

プ予？ン滋賀町のEつ自の鎗父、6/.1~こ縛軍事

相対鎗の・jt.91'!1：、1111裁の償径はそ

のエキルぞーに鱒係するかjが鎗文書官に

鋪唱曲されています．そして、7月にチューリ

ツ拡大学よザ鯵企の争位是取得し以，ti;,

会子総Itプヲンタが公子電車税を鎗a
した1鉱牌湖に蹴晶とされていますが、

7'..f~〆シュタインの術費電によって、中心的

，，.＿..，となりました.J量子力学1主人慣の

夜.によってはわからなも唱鎗でしょ知、

徹式で強調属すればわかるS治です．震

予jJ学舎利用して、多〈のハイテク技術

＃強制した．

192~11月、アインシぷタインは宮本に

向かう総の＞J::でJ『ベル4歯車重学賞受貨

の豊田らせを~11ました．日本Mで大正11

ω 



年です.li{j揮大学曹は時代の望書，tA:::.IO J!、シンポジウムの飽会の毒事で強べました． るととの黛畿の深さを知るととになると思

~て学生.が大をく鯵びていた唱躍でi". ~書事大学I率、その谷本理念の中には、 います．もちろん仕事をする場所では、

fタイムj毒事は、鈴世紀世代表す器人物 もちろん、苦ッセ11-・7'｛νヤ且’4ν笈嘗 多〈の隊等も串るでしょうし、告書z..t.出て
としてアインシ；；，｝Iインを.ぴ．初役車E悦． の精神で晶塾、也事事人殺の平和t•う 〈事ととでしょうが、それらは皆さんのff:

アイシシ;::1.？イシの世車巴で畠ると曾おれる 気縛ちもとの中1：：：込必られてい虫す． 績のIJI躍が明確に定＊ヮていれば．かな
ととにな思ました．一方「民7-1ンシュタイン ifさんは、ζの研修を.じて京都大学 らず，，.験餓えられるもので晶号、またそれ

tま「卸セル・アイYシ・:J-tン宣言書Jで也知 の磯良としてのお穫となる疎舗を学管事 各の陽電警告費量。鎗えてとそ、仕事が本物

られています．そのm置の署名書成、11 れ、それを色C:Iζ今ま可制まー緩めな宙産と になっτぃ〈というとと岳、.をt.ヲて体

名？す．そのゆに滋Jll湾総鯵会齢、ます． して－~~みをおってお§れたことを、 織して行〈こkと.います．

その114の指名舎のうち、生存するII 仕事して行とうという縛の具体的なfH躍 営さんが．鍵織に＋分気寄っljて、~

後務った、ロートプヲッF費t±が亡〈なった として鋪くととがで台高J:うになると緩いま 書事大学の基本選念の鴻持を考えながら、

というユaース岳、先週浪路島で実施し す．そして、京都大学の中のさまざまな 大学の内外で．思い切りど滋樹園〈ださる

ていた..大学金字数育シシボ？ウム 分場l:t隣諸たZ舟己、その面白書を知って、 ととを，bから厳守て、’E’U！！，ーでの.r.の
の会織で受け取り、tftit，の'!t:・代在費量った そのaw主務費量と＂織のま士著書を支援す 鎗拶といたします．

・自己点検・評価に基づく教育改革
事院11回大学敏術者野党フ＇>j-'ラム鎗1'(2005年3.1'119日｝より

先百．訟は4目図書町”をtoシンポジウム の治舗をt舎の文化を支えるカを4寄った としてのill'衡があり、司匹前＂の務官圏、

で痩.....誕の安吉先生たちと街織し めには、第僚が威カ告発縛して．鯵傷害 自己点検・＃舗のお占震に対す喜市民の

ましたが、そとで事とれからは、日本の大 れるものの猶震につなが高ととが大切で l!H，の’E聖書震があげられてい嘩す...

学t主国会君臨立大学の型車帯によqて、国 事り、際価1:.l＞~t.のは、解領される$のと ~－·問主、主主会の』臨終があり、それに

’ .. 争力を事寄っととが何よ早大切という 野衡するものとの信頼関船時げ進本に IOえるカをぬっととが私たちの俊IJ＂！！＂す．

定見の一議出伊見晶れ＊したそのためにも、 な狩ればおりません．そのためにも、との 創立大学の法人.fl:の修・も大昔、車時し

との7ョt-"Aのような纏会4毎週直して大 i!i511Uかも傷事患のが多いと.います． い制度の守イナ:itiiiが轟れば‘灘硲せず

~－·~帯型Eの首陣自悦IJ量聖書なt!l”を幾 1!111;（木材先生が副会f曜を努めてお にすぐさま依遅していく必要が晶り車す．

たしてい〈ζとと綴侍されます． られ品中央a監督，，a院会主主、『署員が鼠の高 高等・tltllはこれから$変容を豊富げてい〈

と〈に、木材先生のご惨事高〈ださる大 理事事k脊の将来像｛中情報会）J t-11¥l-：ま とととなるでレょう．

学の解鎖的、う鎌•t.主筆JIです．解f置 した．とれは、21強記t-「鰍験器鎗主士会J Jr:・畿大学の織活の寂育改掌t.I:.浪人

というととが盛ん1：：；震われるようになって (k帥例M，。・buecl舶 d吻｝の時代で 化す器官官から渇められていま't.本学で

久しいのですが、本当に灘事告の串墨書F 畠事として、国公ゑ立大学の将来自障を副島 』章、平成12年度の家事事大学自己点検e

衡が仔われるかどうかは、日本の大学の c基$のです.ofとでは、高等ftl智の，t i!Ptli報告鴨Bの刊行に事l量餓昔、平成

国際鴛争力t高めてい〈方向~左右す の係書量豊中心のテー守として、それぞれ 13年度江主主ra＇＃・研究と主士会 jとrm
事量産覇軍なllV•で串ります．それを考え事 の大学が不僚に努力するとともに、債の 際交波J（（獄つに焦点を嫌って、自己点検・

ために、検f刑訴衡による書理由、量宮外回 ~tiを支える仕組みを豊富えて費量調H!lに 務舗を策絡しました．そのk曹には、事a
の鍵憲司t2を還しての、食11な知見が何 運用す事ととが包kしての釜本的な. 生、関係企象．留学生、外国人研究者、

え91:.緩います． 殺であるとされています． .定草壁なI!、外.の怠5もを総＜＊：lb、ヨh

自本の大学が国際書店争カt-•鈴ち．自本 その軍事等awの貨の保2のft緩み 学としてとれ4まで測のない大規模なアン
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ゲート灘•＇＝ffいました．その給自匝かもは、 念の持蛾のための改簿の必要佐$浮か

国際化の4障で、ltfJ大学が創立以来大 rJ.上が晶也のでした．
切には枇「自由の学処Jの怠念最高畠 静舗を雪量げる4悼の立場かちのご載

らたlOて望書かrJ.上がると同時に．そのg t告とと色に、ぞれるを患とiこした磯首歯の，.

・研究者を志すにあたって
犬繁R入君影玉主主主古車（2004年4.1'178）より

研究チー？の設定の問題を考えてみ tltilで＇.RっかI).公測されkという記事

たいとIIいます.2ot世穏には、f取虫止の の内容に私$禽量ました．奥fすの事l!ilな

キャッチ7ッコ打、つまりilt米1：：；逃豊富する e，から、組内ではぬ惨事e豊島凶吸存しな

仕方で、宮本が軍事学や銭衡の発展をと い飯藤本~J主られるというZ:！：でした．回

fflt<=cに対する批判糊りました．しかし、 立大学量産人.fl:に向けて漏鴻:t:•湿して

自分が物事~鎗ltl事ときに.}ti院から鎗 いて発見したそう？すが．法人ftは膨大

められるというのほ、見方によっては．人 な仕事舎大学に持ち込A，で研究の港民
軍Eの持つ才書店の義本か$しれ＇＊ぜん． を妨げ6t曲来事・F-cllっていた訟は、と

明治の改革可%、著書事島津才という言 んな形で記長人，{tが俊に立つとは.って

3躍で袋掬される尚栄容がたくさんあ号ま tみまぜんでした．

した．また、tっと普では、和線灘才主君 日本調降初の本格的w・・S理・である
われ、目本では大陸からの文化や文明 「解体調時制泳本文書舵図版・f+:l!!ll

のti途が児島れました．中lli1で事関CJ; u静からなります.1774（安永3）年1：：号事

うな考え方が畠りました．私自身の分野 行事れました．それ以来会〈事んの前学

では、＋留の専門僚が、1976'年に也事事 容が脊ち、江戸鴻代後績にtt'M•学の大

で初lt>て大鎗綾織’tの予報在成鳴きぜ 曾な若草れが事りました．杉田玄白たちが

たと曹、命固での給総予報の方法訟の 考枕用語置で掛激骨jf縛劇f門周削

R~聞に、お締結合、土用絡会という練請書 な~；が、~で毒事Eわれており、畿に字国

がJ:＜量産われました．とれは専門Iker官 Ill議集司P*総禽沢んちが故郷＼，.~－削

t竜の知訟を機会し、古来の知織と西灘 なE1のF司鼠色今で晶倹われています．

の方滋副島吾首車合す~cいう議事長でした． 江戸事喜代、宇田Jlll[S代にわた串黛

百＇＃Iこ学んで浴いっとうという考えは、 績は、資事Fの事等学ふ広い分野にわたっ

江戸時代語も明治にかけての日＊の自 てB*Iこま苦えるe~•う悲のでありました．

然務学の分野応急盛んに児島れました． 多量駐の翻国It•等動こよる事tli.O'J費量援は

構割量分類学や量軍部学や、工学キ理学の 明治時代3こな9て具体的に現れたk曾

多〈の分野t：：・そのような"1Jlil轟りました． えます．近代日本の学衡の鈴aをi&!す

君”持U.1'.12自の京都新1111:.f:解体 也とになりました．

車時•Jlil守ていた、初版本の金炉明書、~ 字国JU韓l/111章、1822（文政事｝年に、

畿大で型車見、l:＼ゆe司書が出ました．「解 近代総総司Fの筋要主紹介するI司喜多尼

惨事野曾j金製Itが、iuHtl智大隊属国 liHぽ~iこか｝後見等しました．ボタエii

尾治総長の曾議

”か色、大学の朱到院が見えて〈尋ととと‘

之のフォ』ヲムのliU震を術事事しつつ、ど

参加のみなさまに繍自信し、僚会1：串たっ

ての怠の幾多といたします．

傍 棚k州事．「積物学H：：い事麟村．

帯広の傷患にとのI司書多n;鰐緩Jの .

.があります..岡県の・2院で諸物量E

努舗匡の徳島久診さんが、写経のゐで．

写された:Stllなものですが、，lltf潟明書

物鎗'I：ー灘、本学の理学研~担官官留学

寂室と崎学研究約1こ也、それ明、-Ct:

響調闘していたた漕ました．

シ日添ルトは、＊8して$年後tこ．江戸

？字国}II織1te.対面し、畿の鵡学力批事帯
学知舗の:It'llさ』己責•~•＊：l:ゐ功、ます．猿j

れると曹害事燦Itシ－>llルNこ自本の事lVI

業をた〈主ん織り、シーポ！Hは繍甥学の

厳司書と際微量臨ー台を贈りました．平梅田

大学民事’鎗買暗線食盆盟理燃の「伝宇宙Ill

事事鷹使用綴織健jというのが、とのと紛続

納車場のでt拾いか織怠総てい，tt.
宇宙'Jiff聴刷、さらに＇18S'7＇年｛夫僻

年）か鋭僻1847年｛弘化時｝帥ザr、

日本で初めての化学．であるf合ill!ll

主持｛ぜいみかいそう｝以内鋪1崎、外錫

草場）t'沼？で刊行しましたが、線療が脈

した「銅版l「水減Jr溜書官Jr厳司監」など
の訳書置は、今t.みなさんがそのまま告患っ
ているもので畠静ます．

とのようにしτ、学ぶとものととから進

itの日本の唱陣織が滋んできました．みな

書んのー人ひとりが、やはり興じように学

ぶというとkかち学問の道に入ってい〈

ととと』ll¥‘ます．そして学ぷ中から、自分
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~~皆の取り組む到底を見つけだしてい〈こ 中心とする鵠儲ん・筑波す． 組織kしますが、当然ながらデ4 掛

とと.います.'1'』Vを畿3起したら、その 新学技術省本’HZ在実行するに当た るために強兵舎使います．その怠築｝主、

分野で今まで』ζ4寄られてい事務宮崎It’E つての総合唱可＂n食司障の使命には、 分野1：：』tって大変高僚のもので串畠古島

告すべて学んで、ぞとから未知の世界へ 資源配分の方針、国－~·こ隻望書·.o:プロ 舎があ号、経済的に充分tiカ岳鈴つ図

の入り口を見いだしていただ量たいと窓 ジェヲトの捻述、2・獲総僚についての議 でないと興携で告ない$のが鼻暫定す．し

います．そして見つけだした遂をまヲしぐ 本的指針の餓鬼なεが島り女れ かも、その:i'.111が回線発織のた惨でなく、

らに怠んで〈ださい． とのような政府の.俗や1i•の創珍 人類の抱後のためで制執｝まなりません．

験’Rとしての続努'I在意すと量、llilが に色、みIJ:さんは研究者として湾奇傾け、 事唱え11'.、帰予の網際竜錫.す事ための

示している方針や、lltJ事のl'J向を見事属 と〈に次の憶~の指然を狙う人材として‘ 克明パ申書ミ.:tヵンデl:t..叙鴻1•11.f'll:.\!:

めてい畠というとと色必要です．今、日本 鈴網目白な槍持寄鈴って分・ffし、自分の重量 ンサ』が磁績してm億円ほ8の錨容とな

の＠の務学技調E畿本at酒の釜本語量念 混在レ，語、りと述べでい〈ととが必要です． りました．とのセンサーをさちに巨大：{tす

には、草寺学技術創建立国として目指す 怠本書量，tiこある．安全·ft•IJな栓舎の る鯵緩が晶り、それには400健胃ほどが必

べ書留の!If！：歯車会署員四Sの電車念というの 務調~t章、続鍔翁じとって，..なテーマ 署警といむれています．車た、，、ヲイの鑓耳障

が串ります．現主主主術を皆E争””の分析 マす．釜本政官官にあるとおり、目指すベ 量産「すばるjの建般にも、400億円紙どが

か晶、20曾総の総括として、務学技術の き安全・安心な主士会のイ1ージ4隆司自書留に 必要でした．経子主~砲事せ事実厳奇行

目減量し耳、進歩を串tf.、21億総の1nac す事ととが必安？す．また療究室での自 う加遂事陸前主、’K潟村の鈴薗で1骨院H躍

して、科学技術は栓舎の持般的発展の 分自身の袋織や鱒訴のhーでも．安全を 円？す.9'由ロザ$合冊減予級研究所の

惨事i阜、人類の未来を切りIii＜カとして まず議耳障としなければな早まぜん．国立 持っても噂鯨槌婦は訴以耳障問で畠り車す．

います．そして、目指すベ事留の泌を、f豊田 大学の量産人.itl1、とのような安企n•·に とれだけの＠債の支出で得られる研

の鋭遣と道用に訪世界tζ貢献符減量j 割閉して泌渇される法事幹事委わ事という緩 究員島S匝紘、いったいどんな晶のなのか．

として繍いても喰す．兵体的な総書置として、 本的な，E撃であ号、li鱗たちとともに有罪 府学者は税金幸弘ヲてい事人たちに、'f

例えば、ノーベル賞受賞司書＇＝~年で·3() ヲ慢の織の安全に由回心の注調Eを弘ってい れをIt鳴しなければならないのですが、

人にというようなζとも曾われました． ただ事たいと11います． との鹿鳴が晶の..，.ごくなずかしいのが鋳

その申で、~Ill!型車l!t貨の豊島祭を向 また、信人の.検量t支え高安念、リ旦夕 .です．京都大学でも、役舎に向かって

上させ~ためのf量点的t:1:llf•I!分.11f の事量小41:による安金‘安全と自砲のトレ いかに正織で縛しい鎗報告発信するか

w水織の優れた成果のdiる仕組みの 同ドオフというような鎗聖書なととが調皆様主 を考え、実現していかなげればならない

進＊と、そのための議緩への投資の鉱充、 れています．それら$よ〈書店ん？お〈ζ主 ので轟ります．みなさMl>研鈴で也、どん

事帯学後鋪の成爆の位舎への滋;leの徹底、 をすすめます． な分野で晶っても、その内容をいつも市

持字書量衝－の図際化なl!：が援bれ、 白書~A；事で畠って患、司事門家の9寄っ RIご割E司障しながら滋行するという，flt:
lllkR・社会的灘婦に対応した研習電機 知自·~情報在、市民の持つ知識と情報 身につけていただ芭企いと思い会す．

第の盆~ii:として、＂-i:::1~-i.::i:.ン耳、，e と措降、共存在れてい帯ととが大事です． 大学事患で、みなさんは研奨成5震を晶tf

11i!B:豊富、縦書店、ナノテクノロジ四・総事唱が 地震帯決意は規績の大曽ti.It＇，ももた る~＼ミうとと在、当然砂田事lieし「C想定す

晶げられました.~色気伎と繍傷性＇＝＇っ らすと帥鳴りeすが．その~容の内容を 事でしょうが、雫れとと畠に、自分の撹野を

てぬ費量に対応（：；いう唱耳目には、ナJテタJ ifiRが総事事で曹るかEうか＃快音険料 It<げ、人絡を鱒君、を士会のいろいろな分
ロ？園、パイオインフォサティ・11;;1.、シ足チふ ント~~、私11串喜市民から曾われて、な ，，でのオピニオンリm ダーとして活鳴が

生敏『字、ナノバイオロジーがあ悼す． 高低E構ったと出品。材． で曹る入車せにな事~bを心がけてほしいと

地績におttg剥学説縦繊輿のための そして．市民に対すga司闘賞ifという .います．

E恒，凶Ht~二知的夕刊4ドの形成が易り、 こ（：ti考えてみたいと縫います． 研究司l:f:＊すのとはちがって、濃度

~flJ明障と~：書官大学のき量キャンパ1な時 持学の世界で』主臭事It線型障す晶とと 専問機袋入としての重量寄耳障す方キ晶お
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尾治総長の曾議

ちれ£すが川ずれにしても次学事おとお 務費量し総鎗を4肘発表するという緩. て也.!I臓を持バ失殺をおそれず必

いては衝しい療費置を気ヲljて学留し、 .緩むとと.t：なります.i:，んな篠原で畠つ い切り続殺するととを忘れないで〈燃い．

学関の自由と人権、地球社会の調和ある共存
入学式次傍（2~4J'J7日〉より

みなさんが入学したとの大学のr:«• ¥1111の白白とは、＠震が寄れぞれの の貧富陸な織鎗の緩み震ねから確立して

大学jという名がはじlOて後われた記録 領向島で自由lこ研ヲti.,.知訟を考書間以外 きた噂い内容なのです．

主主、1891（明治.U）年8}Jl:11!られたfll' の政治的、望書事史的織力や繍臓による創 望書2は、人績を守おとものととです．人

害事大学条例Jで轟ろうk望書われます.'{' ーーをうけるととな〈君臣奨する鳴測が晴、 織は、偏人ti'無条件にもってい事社会

して194事与5Jf31自に鋳舗の~·階大学 ます．日本旨織法匁＇＊で Ii.r学問の自 生湯の上？の織利で、貿信訟やS去で守ら
が強a置さすLまた今年4月18に図立大学 自f車、とれを錦織す暮jとされ、さらに綾 れてい事毛のです．

法人E証書事大雪障が－宰れ寂したが、その 軍守援本出総こようて放11の釜本方針 .本竜童念・l：／主、f]j{j軍大教は、総事自に

訟入は直ちに嬢措自の「束事階大学J* ときれてい晶$の？す． 巴lliし、人織を毒事B障した湾賞をfTうとと色

lit’置しましたので、この耳聖書官大学kいう 学問の自由の噂え:11がしっかりで最先 に.~似m.t鈴唱えるj袖悼す．

名書官核実わらないのです． のlt..19也績の.，.~，シタフル~－~「学問 人権は．人4こ＇！；まれながらにそなわる

みなさんは、今回、京都大学の入学芸島 およびその磁授は自白であ轟jだと含む 回有の4与のであり、他の者によヲて侵害

に主役主して蜜婚者れました．みなさんは、 れ会すが、鈴虫車置の西洋でも、学問の自 れてはな§ない不可侵の患のであります．

怠都大学:t,受織するに晶たって．おそら 自が使容される状況が晶暗ました．アメヲ みなさんの手元に娘、「自由で平等な

〈京都大学の釜本題念を銀総もたごとと 3時銭信で也、鈴低調目前半に、if'flllの自 総会をつ〈事ためにー入車種関係法令書事

JIいます．その援本智会』こ詰寄って、理＂＇主、 自｝ま到I'd聞に習慣したことが晶号ます．公立 実例•－J書篭目置紛ぽ‘惨す．それ阻ま．

今日入学長に’臨まれたみな語んに、3つ 学授で重量.itltt；敬えてはならないという 肉親問織をほじめ、鯵寄＊＂＇•店、女位間

のとk在費量したいと緩います． 微量色で強調躍が容量草~~·れkc事件が~坦ま 豊臣、人』段民創鳴婦などの人制笥婦に園田

家ず、鯵1は．学鳴の自由tいうとl:です． した．事色tこ鯵Z次世界大銀•t.こも．敏脊 する理”を深めるため、ぜひ緩んでほし

E言明事大学の釜本理軍念の*f:itlこf章、「創 や研究に~－す義人が緩車撃をもとめら い資事専が収総られています．また、術展

~以来築いて曹~Ill患の宅島民を継承し、 れ晶状況が串りました． m•t自などJ：色、同和・入絢陶磁の文献

喜善演させつつ、多元的な係書Eの鰐決1: 日本では、殺菌犬4辞令に、大学は国 ~期総企画書えて畠ります．ぜひとれ島幸積

書院換し、地琢捻舎の.和串器共存に’R 書院の~·にJf;e:5tt聞の研究・aw告 緒的1：華版してE漁栄伶うお獄事、します．

献するため、自由と事軍事自在益事陸に、ととに する横倒だと線路れてい草した.~匹、 回目世襲舎で194が干に採択された「1B:

進本湿念を定める」とあります． 京都ゆ回大学で、総，.＃噂内政離をま 9軍人緩怠曾」、鈴年同劇尺総決国際人

1章初年に「学問のす為給」を字幅沢鎗歯 援した7人の畿援を毒事離島さぜ、とれに反 梅線約、すなわちf緩漢書宮、栓会自信及び

が’Fいて．’E信義豊島t品·~ーから刊行事 対した車生援会が、学舗の像祭人事に関 文化的機剰に関する園際規約'J（滋...

れたと昔、たちまち販を鎗ねて2<r1i•を す轟自治を噂認さぜ魚、沢初等件が串り 品規約｝とf市民的2tぴ政治的総剰にIll

突依して、いわゆる潟脱却臣がIll回るほど ました．京事事大学の蓄本号車合、「京都大 す事陸軍路線総J依幾＊！！）.およびfifi民的

の入気で轟ったといわれます．学問や知 学t主、学問の店街な貧民lこ資するため、 Jl¥11.紬$檎剰に慣する国際線伽望書

’闘の官官f専の怠様、西洋の学術に迎合せ 敏W研錦組織の曾治を緩怠するtttl：、 択磁定唱’jが人織に測して国際的に2草

ず動締約iこ本質金まなぶととの..が 会学的な司聞和をめざすJ~坦ますが‘と められ.t.:ft1謙ftJな幾紛争れとの園際人

述べ色れました． れは、大学の1併》与の1./llf!i!.のやで、多〈 織規約’t、日嶋即時4場。脅しています．
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これものほか、日本が批治している、 制緩衝Fごもその~－』流閣が轟閉会れ 議事事、思a言、滋露払？耳Jll.浦口．千泊t砂浜、
燈~、入級品H閣鰍泌.，島、女性溢 結司幹線績に’ーして、専門分野に重量ん 積場なE事事ぎ＊な生－~~島、をとに3毛色

5開銀鱒条約、子Eもの総利条約など、ft ＂（！い〈プ口－！！＇；；！.を考えてみましょう．宮市え れ;s~·の穏側関係を磁調厚〈と2::1：：.ょっ

〈さんの条約糊随総ています． ぱ金働争の研究t'J.京鎌大学iごは金 て浬，gし、それを守るために役立てたい

とれ埠・晶、大学1:•u.世界にf旬かっ 費量学を積雪揮す轟多〈の高野究室が晶号、7 と考えてい虫すJU号車す．とのような部

て者HI毒始めるみなさんは、ぜひとれる ィールドが事ります．マレ四シアのサワヲタ 鳴を』聾併す事ために弘まずとの先~が

の入車留に腐す事条約に自審議して、その 労相＝｝章、かつて金書E学研費量センターにい 禽いた柄齢涼むのがいいと患います．

怠Dl<t-自ら考えておいていただ量たいと た級＊土民ニ象授たちがitt濁した熱帯 側えI!、「日本の布置ー失われゆ〈海辺の

思います．そして、一人ひとりの人績を 溺終の研究拠点が轟ります．弁上先生 自然jという本です．縫滋frl，に晶り殺す．

敏貸して行a障で量るよ号、理歯車＊深めて が考えた、その、サワラタ線窓生物学プロ その次には、m•先生の治文＊＂し
いって怒しも冷思います． グラム揖鴨署砲した砺嫁フ.（－｝レFのー舗が、 ます．側主tl、自総務~~院の学術事事kし

1事3は．鎗織と入の共容を生曹1iの＊ 京扱大学総合！網棚ゆ師事れて悼す． てそのstt宣告億立している、N級ftとい

家主す枇吋ととです.;::1児 以 掠4事大 熱帯繍ζi主、総上.70.メートル4ζ色調臨す器、 う線総ゆ晶、高轟いは、場内分努の学術官事、

学の畿本位世の前:itに晶晶、f多元的な 大変鎗捜した毒事矯務遣が串りますが、＂＇ 創ぬalE1r・1r.品、阿.'1(111;:棋堀篭hという

輔の解~:;:a闘し、郷社会嶋脇 とに級車tする1.it量がなかったため．熱帯 鎗画面か晶、加緩先生の治文密検索して

品発制攻献する」というと討議わります． 事国事事での般傍や積物の絹l[fl!J置の傍 みまし主弘

みなさんはとれから、共通tt'f!f桝呂を 9唱がで曹ていません汎九弁上先進た その上で、加篠先生の全学共滋草寺田

灘択しますが、ととで専攻，.の分野毒事属 ちti:.タヲ』を慾E置い調書上にP言明翁寄巡 の綬第暑とります．さらに、専門事帯Ill＊受

IA＜隼院とが大切？す．綿織の綬績に もすなどの工夫をして、穏を咲かぜるさま .仏大学鈴4富士際穏に調臨み、大学箆

E唱する；：：~信念争の学生のみなさM；こも‘ ざまな織物と、その花車島幸~ぷ気患なε 調車全様忽1；：重車学して、4曹関磯車庫亨M刻

-Jrl;I;鍛れてほし柿分野であります.:≪ の生織を窮ベ晶ζとを可舗にしたの？す． 続費電に祭司院します.ll理主t.t.、このような興
畿大学に館、7.fール問時学叡W研1Cセン また、京都大学人間・覇軍練学研然草寺 事患の持ち2きで、将来の研費量チーマを.w.
ターが、忽際情込用t諭皮語れて．続し〈書S に穆肉琢練学専攻が晶り宏す.-t.：：に主主 つけるとと患で曹畠ζとでしょう．

鋤屯殴向島し総，ft.また、銀袋綴砺剣勝や 毒菌議滋訓陣織織を＠当する創..畿書置 とのようl乳，て、4年後に束事軍人!f月II±、

調自等規R庫亨'1・学舎が$1):l'す..合員事 がいます．加穣先生はl錦尚三に東郷；＊ 持後1こ玉置畿大学修士、持費量1:1証書官：＊

物館＇I：：＇也、関陣属l!il!!f•Iζ也、またぷゆ伴 ~·学習車線寺本生物学事ヰ奇卒業した務 学博士という学位が授与されます.~~·

4,1!1：；，度事Fえレた来機アジア研鈴鷲や5主 い数授です． ょうです品声、一所..学習置や研究をして

平事燭研究勝に也、紘噂環境を考える分野 加，B先生q)~.:i:.プザイ与の鏑介に隊、 叫弘和主主吟間f唱ってほ勿年です．

が畠静ます．それらの皮之かで、総書告と人 キーヲ－j."，として、主主鰍員降、共生、海{tのS 家事事大学には車'1107.のI!交があり

の共存す＆未来怠械で4まL叫緩い肘． つの言望書が鎗べて串ります．これらの曾 ます.＂＇の•.!ft.Eの鋭意に何枚，いても
京事事大隼でcDI:れ色の碩努か忌京事事大 調障の一つひとつ、あるい隊、それらの.. ちってもいい瓜っ部川ージ州帽に

学がf入と締宮告のインター'7~イスJ~'Sぇ II>合bせが持つ怠総を考えてみていた 用怠されています．京都大学の底知こ

るようl::i防総必齢先主治添ってz、ます． ~·曹知、と思い含す．鎗繍協金の研費電チ 錯しいベ日9幸容量足すのは、今日のと

富ti:.、京都大学明主、220>21世記聞E ーすの紹介には、 f自主書には、生物~~曜 の入学軍ti~臨鎗量れ3、管きんです．をと

プ田グ晋ふが現在実鎗されており、その 1!と盆錦糸編曲目以吟二つの盆要冶側 1::e.のような援~を信さんが・量定され

働こも書官制の盆I!~研究／白内外が． 面が』降りますが、自然の保慮、すなbち るかを．君臨たちはいつも注目しています．

学費E唱~·－して実縛されています．その 生物多織笹と隼餓滞緩飽の録会のた泌 無関の可書店健在持つみなさんの、これ

判的＝也、治裁のとと金司書え、鎗感と入の尖 にはとのような生物の鍾則自事録の＊'lt~ かちの語H置を獲しみにして鰯待しつつ‘

容を考える多〈の際鰭が晶り車す．また、 チザ毒者きるl:＼ミ客観点舟待望書t沼恵w~す． 事息の禽静の翁びとし寂す．
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尾治総長の曾議

・事務改革の実現に向けて
一教磯良一人ひとりがリ』ダシップを一
締役員会体制の策定にみたって（20051f;.10JI1日）より

衡しいtH電重量の発足に’障して、京都 者ました．との1)ーダシップというのは、厳~：... ればならない貧.な盟主E睡です．関陣幸に

コ~＂を混信してい〈仕事告担う本磁の 法人.<tに皐たってt量聞で重自書置された総 伝統~’臨んじるばかりで必寮なil'l司＂＂

着色たちにも、~＜の餓鱒が晶りま寸が．今 乗のリ』ダシップというとと＊＊＇ましてい 遺品せて＆いけません．それ畠のバ？ン1

績はそれらを緩J1Jす晶ととは遺砂、ーっ るのではありまぜん．とればaa晶、職員 が大切で皐ります．

~げ強司置してお！たいととがあります.Jf 也、それぞれー人ひとりがその積場にお 法人化して昨年の4.F.11筒、事誌は．「五E

れは、必ず察署隆司｛1撃を泡めなけれぼな いて発縛する、それぞれの習ーダシヲプを 都大学織』慢のみなさんへ」というメヲセ

らないというと主です．今ま令、本側理事 ＇簿燥してい Qの？れ －~~i量りました．そとで色「失敗をお奇

を中心にその憎織を重量めて曹ました．い 事聖書ん一入ひとりが、組織全体の鈴 ti.~い磯貝可？畠ってほしいj!'.lf!t-t.t1 

よいよ具体的にそれを実現す事ととが怠 つミヲシgンをAつめて〈ださい．それ~ ました.r新しい鋭療のもkで、tiA舎が

望書だと考えています．そして、今後‘事務 tねして仕事をすることを車庫本に書えす 決定織をS寄っとも‘うことは··~正もF寄っ

改革｝私設街司郎、図・私事務総弘章生 ti.I昔、必ず使命毒薬たす仕事がで世て、 というととです．みなさんが失.をしても．

S理のf:t:~匹品、串らゆる織滋主総合#11：考 サーピ端掛司投与執1.il:信eています． それが学盆へのサーピヌf向上告目指した

ぇτい〈ととが強襲にな・.＼＼と耳障ってい公れ 吉男13自の由F緑義会議で‘本お攻唱匹に関 ものでおる凝り、その貨をまは制峨ります．

京都大学獄、－Bあたり約書償4千万円 して多〈の食怠なご百mをい対捻ました． J:<考えて織:a民時実行して〈創吋

を支出する大学です．との財源は学生 そζでは、司駐車のお＊路線には..が と寧し事tずました．その1!!1~今日t.織り

の納付金、国民の税金、企－~個人の 晶りません．技術的に踏めてい〈ととによ 返してtiきたも冷患います．

寄伶・t.tl!、捜苦ま1証人々 の努力でまかな って、必ず実現で量晶kいう様鍵を持ちま 書青しE、徐行歯車体量聞の患と、王軍事ゃIll

われているものです．費量$よ〈それを歯車 した．同時1：.この自由諭を滋Lて倹殺の 学長の方々 k笛カして、ぞれのzの鈴ち
いなb~使命を来たしていかなければな 総れが良〈ないと曾ラE輪切らかにな号車 場で、＇＃ f時大学のミヲシゲJをいっ$司u.
りまぜん．それが号車たちの当然の貨務で した．理~l匹が必要であるkいう創．は共 ながら、学生守窓会のa闘を見ながら、大
畠ります，］証書事大学の使命~、敵背と研 巡のものになっていると縁っています． いに自主鈴に仕事幸治めて頂きたいと

型車と社会，R歯止t"f.費~itするごとにk 先日紳凶惜したが、今留のここ明、 .います．一人ひとりが時慣を節約して、

ってこれらのゆ齢社~::z.織由脚鋭利，て』主 君主たちの発豊富するメッセージ毒、京都大 ますます震のおいサ四ピス繍総長、勧司書

い砂ません．政府からの交付金がe.んl! ~のすみずみSで伝えてほしも冷緩い車 軍事fl(l;lflこ自分たちで仕事在事t~障にζ~

Aぷ臓書れている務絞マすが、それにk す．そして致事の型車念喪失毒害していただ すk事、う体制在実君臨しながら、費量感{tf:

って使命が嬢た省な〈なって白弘司法ぜん． 曹たいと.っています． 治めていたたてようA納めてお願いして、

事事攻耳障は中期日割問二望書かれてい轟 ＊い間｝ζ積み上げられてきえ伝統が 者民の銭拶といたし車す．

ととで晶弘必ず完成しなl”もばならない 京都大学には串ります．それ冷念司院に変

ととです．貸さんの経理量1：：よゥて、事. えないように－するのが、Ill~ムアヲプ

体種目を攻等しtu対i1:r:ならないととは自 を5*eす事リーダシップt:~健君臨するー

司置で事ります．どんな司rt•をして也、それ つの方法だと縫っています．事事はさてお

が場命時枯れた殺診で航fl.必ず いても、京事階大学Iこt孟.rnr自の学風Jと
今より忠良〈なるb私l:t磁傍します． いう、社会に緩められた吉文字の言葉が

ボームアップによるリーダシップと言って あります．とれと帝京総大学が守らなけ
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施渇総長インタピ.:z.-

総長としての

5年聞を終え
一学生との対談一

学生におわれていた尾治事損失総長に、

締大学側会前線輔の姉品料、

京事事大型炉応緩団チアリーダー館長の鍾爪彩子ぢんと

後任命の思い出などについつr僻1会ってもらいii!した。

ーー食ずttaa続分をお願いし輩す． Ill：~背反していまして、ポウザシグ商事からの派遣で称賛

鎌爪 制際学古事綿生物科学事専の4回全です訓緋か 会本働こ入惜した．派遣’l)Jj抑制のです．篤治先生

ら京大口為ます．鎌Mo活動kして耳聖書事大学応援舗のチ には七大署員で非常にお省首蓄になりました.Pf年の京都

アリ日ダーをやっておりまして、主に野聖書やアメフトの応 大会のレセプション闘には、練重量事ん志で創~んただもぺ．

111：行ったり、入学ヨt'f'本.義、また、七大署員闘の縫fj 尾治 あれは良かった？すね．みんな司臨んマいた..大の総

会で也尾治先生の前で何度か決”を主ぜていたか治 義が七大絡に代理ではな〈自分で型軽たともゅのt事、あの

ことがあるの？はないかk緩います． ~t＜もいでしょう．

局員島 オープンキャンパ.:itt;か． 世~· 今年は残念ながら4伎という::f'甲喫ない成績で－＊If:

S爪 tうです.i院は私刑摘し明、る摘ではないのですが、 以員権、約－lfl:ltてiiしれゆなくてはと跡ミます．ー

'f.t,ll月療の前夜祭で理主民活様、当時の事生省積場の噌 終期Ii首位に也立ったの攻、けるかなと思ったのでサヲ併、

スターをしてh喰だも＼~e、い！＞もちとお懲績になりました． 量陸後は名古屋大学にまで鎗暗証言れτしまって．

局調島 引なん？れやら鈴決後｝． 湾総 私の自己紹11"脅させていただ電車ナと、19勝年婦に18

w• 私は法学修の4回生で、体W会の幹事長は昨年g~か 織で京都大学に入学．今鎗禽で、9.1'!1こ送車．しましたので、

ら今年串＂＊＂でl年縄務めておりました.~ともとポ判ング ~fJ大学にはほとんE邸浮いましたお．書Ul不倒鐙捕監

・＊＊量符会個泌・lf11!聞｝

ではないかと思います．その湖、一度も京都大学＇＝lllk

ととはな〈て、ついに卒業で曹なかったという｛笑れ学生

時代は441111理君臨留にいまして．本殺してす<'Jib手にな

号、22Aでlfi路大学かち総務をもらい!Iiiめた，l{＇書事大学

の111年の歴史のうち、幼年＜－！＞PtJi.ている‘そろいう
ふうに考え轟と絡線炎いですね．錦織llf.Iこ、宮歯車日目的



学婦の後任として、長尾翼歳長から舷.量れて副学長

にl.tりました．商学長旬、うのは‘段員から.ばれて、学

生俸の職員と学生の鋪Tl!置をす昌、つまり、学生‘浅草置
す畠あめの学金毎の仕事のリーダ】シヲプ奇執Mlげザす．

＂＂＇研錦kいうのが大学の本来の俊簡なのです~＇·＂
れはそれぞれの学生がいるととろの先生たちがや畠ので、

敵育研究を温めるために周辺を益信し、学生を支援す

畠のが学生留の仕事です．学生舗はe.んな仕事ーして

いると思われま事渇・．

寝’ 事色申』暑お世話になってい畠のは、やはり限外信・担

指の人たちで、物局の援助ですとか、”に隊年は京都

千七犬慣がありましたので宇治グヲ世ンFの喰惨なE、そ
ういうかたちで申書．な笥除却却して色らヲでい事と•cて

い富す.I闘争震の東山紘久先生色学生の怠見をよ〈聞

いて〈だきいました．そのほかは保健関係とか漢学金、

経務、晶の学生野の建物の中のイメ』？ですか抱．

極瓜 応援団には騒音で~レ四ふが来るととが多〈て．そのた

ぴに学生曹の方に協力していただいて対処してい富す．

aたちの支えという.じです．事とは漢字企？何聞かお

世衝に.ti惜した．

INTERVIEW 

I情是箆明1
罰則七犬申制凶陣式司降、京北大事、飯事＊··~音量大学、
..  大学、大阪大学、丸鮒大寧nt摘す骨金国七大事.骨惇

宵大会

•2 
3開決’11/;-J,.内－s;rトピヲヲ刻よ明鱒

Nip蜘糊.k)'齢制都Jp{c唱り凶刷愉俄．川町制措007.IT酬

．旬。7尊F周鳩目

繍輔圏全面七大拳体’大舎の属会主E創開舗

崎併合筒倉抱にτ，E輔園会個七大争鎗合体曹大会開会

式が珊備書れ..7大掌ni固lit'帯電ヲれまし止．
・金宗明主風泊剥良鍾’．書簡量..修智会合＂＂＇企 E七

大司障の健援を温昆怠’'tfjいました．自由ぃτ、目τ宗之’E輔
回全国七大学．合体育大会費fil盛嵐長、湾国旗彊体脊会

幹事長ti•体膏合世代•1，倹，i.t:i..た．そ司’量、笹口..女
子ラ守口Alli主将によ轟カ・い温苧，E・in・”宮l..iと...広
応事E圃広よ晶情”が司直・aれ、犬舎の火Sた，，，’島れ虫t..t::.今
年の犬舎院軍・大祭が主管放で畠り、.・大掌の・・への期

待＂＇＊い区高島， τ‘申す．
書た、婦会式の・、レゼアヨグ自！.－II事IMUH＃紅、調町山富E

＂開場鞠都のも ca様車んも迎え、・大に値嘩れ車t..*:.
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四ー入り”という.犠守銭入·~~習慣の錦織で、＃四プン

キ＂＂ンパス＊令。でいるのは入総会書店錫マず．オープシキャン

パスの.舗の尊民、！！~主にエールf:’回りたいとlt>fllill応策

鋤嘩積みに符命家しふぼかには象告主の・＊＂＇・ a世への対応、
象企鍍のこと4ど＇＜＆や唱てい禦す．

局調II ·~主の11から見事と、面倒見はいいですか．*• 多少事めるようなととはありますが、学生セン9ーの方が

いつもおっし•'5のは、:5＇古事例:r:；ぱちに来るので対応が

大穫というとふ体育掛けでも51、それ酬の公鷲サ日

夕ル場合~ぜると100以上の固体が晶号、強外活鋤録当

のととろtこ、以前は3面々 に苦情を鈴ゥていったらしいでサ．

それでは対応し齢、aい以ゆととで、今年ゆ；1主体~ー

だけは本畿で事とめてIH置を織すようにしました．そうで
ないkぞっていちれない〈ちい忙しいkお側歯しています．

m治 まあしかし、大学ってそういうととろでしょう．それば位タ

が郎、京事事大学kいうのは脅かも串まり学童tに線切な

大学とk意見えてなかった．だげ夜、If>にもの寸ご〈熱心な

・B障がい革のですよね．組織kしてものすご〈学ltに線

切にするという思績はないわけです．ザ』ピス精神医8
~人の努力に支えもれているk織っています．告書人，{t

ずるごとによ守て、それt-怠織的1こ使えていとうとい曹司’

au.しまし設けI:、轟まり変わったl:l:lllわないですお．

＂＇が E邸宅E発毒していたのは箇立大学の時代です．

私が縫援になってからfl耳立大学法人法jが鎗符されて、

f目立大学減入京畿大学」ができて｛初悦~Hn日｝、

その法人b’Z証書事大学を緩鴛するとl＞＇｝厳しい形餓にな

りました．それを.舎にいろんなサーピ1繍能奇策実しな

ければという謙治患やりました．昔前主、昼休みに数務担

当の鯵ロがIIまヲたり、午後S鯵寄過！＇・晶と m，鎗が使

えな〈なったりしていたけれど．それは：a替しました．で也
あなたたちはその禦わったとと基を見ていないから、終調院

はで曹ない？すよね．

後..闘将になったな｝：8うのは尽JLA錨｛京都大学費量

務情報シ1テム｝の瞥舗です．ウ:t.プでの戚修鐙録とか、

いろんなととがで曹るようになりました．以前は全学共通

事事自に目ーする情報だけでしたが、今は学”の情報$メー

ルで策審す．おざま）~学簿の掲示板告すべてチ芯ツ脅し

な〈ても、必司書な健機はそういうかたちでJ&るごとがで者

~ようになったので、その点はありがたいです．

tlJ貰 ．近の工事で懲絡事世れいになりましたね．

店主主 段学舗の本おも路湾えるようにきれも叫劫掠した．

・1武 弘首声入ったk歯It女子bイレがk「Cも少な車、，たのですけ

れe.
~臨 魚、たい京都大学以ゅのは女子Fイ吋時備な大学で．

というのは．京都大学に女子が入守て曹たのはつい最近

です．太平洋検制峨掛か終わらないかの頃の穏で

すからQ，私は画面学長の.，は護学研究絡にいたのです

が、-tの司臣、F普鍾観測の仕方などを決める‘調tfl鈍所の

安局をやってい車してお．当事寺、鳶震の昭和畿織には女

子トイ凶’なかったのです．男栓会kして般量fされでも、ま

すから．それでtまいけない、女子色調柊で曹るような議絡

にしな〈てはというとと4こなり、それを袋署障するま司~＝10年

かかった．ようやく越冬でをるととねなったと曹、総の研究

型車にいた女後がI草色、行電ますJK名乗りをよかぜ〈れた
ので、渇週与してもらい車した（1997年の第ぬ次隊＞.•で

尊重学研究科の女子‘民が何人がやって嘗て、ll.!I!学研

究拘の例えば宋文台に女子ーのゆ負ないのを知らないで

しよう．昭和拳織広15t.ないでしkうH：えらい覇軍ちれk

｛笑れぞれがいた〈印象に残って、男女共同－·~ま曾

義深けじゃな〈．厳元か畠しっかりやっていかな〈てはい

けないと錦織し車した．ヨシサ、．＋＊』ル1!£.って、今It女子

トイレが多い．京大m中は逆でιょう．研究怠をIA＜取ろう
とすると、トイレキ鳴鰍~句史〈な·<S.曹は奇激調書~子Mレ、

錫...を女子トイレにしたことも晶った．でもトイレにしYも



;it'OープにLτ也、必要なもの邑必要．そういうことをやり

怠尚少しずつ司~•vcい〈鈴吟制設なのですけホ£ぬ．

一－＊~＇ん膏見~tl'!io総長としてのおfi:~ーをされて曹：11::~•

うのですが”．．

B臨調~ .... 蹴個..12月前約~問．長をしていましたが、if

の削除験生fJ'見えなかった．本..，ζ位、周のない人

tお積以上に土泊t暑なと・ぃτあります．

ーー拳急事んのコ’S章、a•*!J!の総畿というのt••ずる」二

出あるのでレょうか．

銀.私たちは、J:lifl!濁った・aが畠ったと曹は.後先生に

お』置いにffとうという感じです．

』鹿骨量 .後弘、うのはだいたいね、穏やと18う｛笑＞.r耳障を志
掴ttH：いう..総局iご言寄ってもあかんし、先企に言って

也”が明かんし、l1fり療でて、第染も.む.いで濃ました

みたいな．だから総長って幾人形．そういうととで、学金

描味占是に竃後ものが王宮えないのはまずいなと添ったので、

森晴樹こなったと曹に専用似ールアル鴻用意しま

した．ぞれはーつの安全保として、専用の;J-JI，が送れ

暮ようにしたのでサ．大学紛争の座決が験後長い間島り

ましたので、学会が鎗援を耳主総事とkがで撃ないようにk

いう窓怨が続いていました．法人.fl:して事臨むりましたね．

それで吸が遺伝の時の鎗拶のゆでf学生~m受せずに

務めた初めての鯵愛？すjと曾ったら、新商館翁がそれ

をそのまま．いた｛笑｝．そういう珍しい事織だった.~ltl

轟と：！Iごは、学生と交わした約束事を結.するために団

交の舗を学生がをl:t語げて'8て、約束が事除絡がれてい

<c＼ゆ.突が攻後ずっと紛いて＇！ました .llitの遜通量

儀礼のように抱．長

尾先生が.長のと量

には、君臨がll!Jl長と

しτその団交の仲

介在した．なかなか

... ！：学生が直.

笛をするkいう繍会

摘すERYIεw

t拾いわけですよ． ・齢何回副司何齢 制局

旧帝箇大学はみなそうでし訪ね．

えだ、総幾でも躍mで宮畠ことがあると思ったのは、生

協の穏ですね．生協の怠哲郎こは学生も愈加してい事．

その学生の題専が、『日明隊長というのは鯛簸みのない

存在で畠る．調閣総lt.~ft;iりたいので、生協の食堂で借

す規型車を考えてほしいjど言って曽たのが、「総袋舟レーj

p柑鳩っか”です．学生傷の人たちが仲介して冷

~のE聖司書との穫し合いの織を縛って〈れて．カンフ宥ー

？で総長:1：：＜アみたいな符事4ーしたいから考えてほしい
l:いうことだったのですが、そのと量に数人の学£さんた

ちcl時間以上織aーした．それで、みんなでが.－＂fl!ろ

うかと.Iiがうるさいのは鍵鎌iiiのとe.:11レ品で白いご

飯豊食べ通量管ると血灘鉱が上市内事.n締留置が上が各な
いよう関絵後米を勧めるよう：書品ダィキートし主うと、ご飯

争調醤類、l6H岡雌販作って、組み合わ者舎で紛緩類の

:IIレ四寄港べ6ようにしました．線物塔ったので、:1z.7の

.ももう1~γR豊富lt.j主望書として、号事に人気の現尊かった上

位3磯!ft今t.カンフ:it-，で副島されています．そのうちの

記外商品のピ日ヲ:IIレ』を広以減額が~舗の途織を販

売するインターネット灘litサイトで販売し設いとも、うので、

レトルトの総集flレM 患で曹ました．
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幻

－ポシカレーの・1*にall!れてい奇とか．

源調臨 とに酔〈主〈売れていふただ、.長が代わうたらru
舟レー」はや切＝〈いだ串う．ω、うととで、とれか＆t.r•

長aνーJの名を使え轟ように、t量llt-91直したのです．
日本人で初めてIIレー岳会ぺ~］責務次号障の書店6代舞長、

山1『I健次郎にちなんだ舟νーで晶ると．山1『I健日本守最

初の仰理Eのaaなのですけれど也、事普いと曹に7;;1明書

に留学するために鉛伝費量った．鉛画事いして気分が•＜

なうたのでしょうね．ご飯却炉食べたいと－ii時繊命jエ，.

ーをIllした｝；とるライヌIIν四という患のが晶ヮたので、そ
れ母会べたらまずかった、k白書illこ書いて品事のです．と

にか〈ライスカレーを百本人で初めて会べたのは鯵6ft

総義である、「館長約－－Jという名Ct.t.怖でよかろうと．

とんな兵舎で、それ＜！与い学生さんとの廃.bl事事bit

ですが、総義の役目というの｝志向聖書する伝広報繍鎗だと

8ってい事のサ.l繍大学の中をおやd一般の入、

晶るいは写生』こ見せるのかe山中鉢弥先生のiPS繍泌

仏工多能性幹線胸｝のような研貨は車時111t.e，んぽん取
号上げ暮し、鉄骨でおいても:ft'.fiになる．それは全然心

配していない．でふ研究やfll¥'に興味のない入が家

事事火当世の中をどうや。た：~jもて〈れるか．それで、車レ】

密売り鈍してみたり'I!・日)I,を作ったり．ピ日Pレ主主．農学研

究科の先生に協カしていただいて縄践自民脂•ft;りましなけ

どね、それも大減lb.一斉に銑測が記事を書いて〈れる

ととが火事なのですよ．ぞうするとY必帥が怜プ』こ司書げ

て〈れる．ぞとからのリン告で‘苦言カトムページへの7タ

.¥!:a:が婚える．与に1鴎＜I.与いは何かを佐重量iするの？れ

凶療の鱗減に... ては今年の着kfゃったね’ちグj

というのを続入金に怠った.rゃった訟J~私が量告で曾

いて．それだけじそ面白〈ないから下にfぞれがEないし

てんJ＞；…～ 

＂＂＂時イル剖厨岬ゆ、抑』少イル情・） ...必’Hル 悼伸明

ー醐象企~.んからみて、瓜鴻・.銚どんな方でしたか，

縛骨量 今、一所懸命理事え¥lo考えて〈れていると患い宏すが｛笑｝‘

~fこ狐の方から少しお司自守ると、要するに.援磁広告

総で、国立大学法人の俊民f..Jlll)まとめている入なの

マすね．それぞれの俊民主笛源義主んや本郵の議員事

んたちが績が守ていて、その総烏たちは法人ではな〈て

京都大学の険局、理事と総長だけが浪人の職員．先生

たちも、記長人が濃撮した波書事大学の俊民なのです．そう

いう怠S告で調書長は学生と，障がっていないわtすです、学

生の指場もしませんし．だから本来、学金』ことっては見え

て急死えな〈てもいいわけです．しか事総長湯考会織が

総長在決める輔、何の胴挑みもないま）f刊す．入学式

守軍記静＊緩ん魚崎入なのですよ．

毎年4局、sn層高に覇軍.~活動でf稔折衝房副毒見学す

る会jというのをや各れる．そのと聾だけ治線車等学者とし

て使って〈れ事先生がいて、私が新入金に秘書時断層に

ついて.明しています．ある年、機水の泡で入学式の

おを議かがし織して、f晶晶、島の入学式はねえJと拡が
臓官ていたら．鈴を歩いていた新入生がf先生島入学式

に行ってたん？すかjって後）．「行ってたよj捕した

のですが、そんなものなの？す．

·~ 入学式崩事ぬるに.J野入盆にとっては、右色怠色分からな
い＊でのととですから必タないか晶しれないですね．

帰港 入学式でeんな憶在したかなんて..も覚えてないでし

ょうしね．牟象;;tiこな昌弘ちょっと途うと思うのですite.
今年の1l月集4羽田fまったのでナ.t.学生ふ可制置と、俳

句の会の鍋‘を銀総もで．「総議来てるJとか賃われ、fj'}

総長~Jと釘正したら.rえっ，？Jとか曾われて…～

4lllt学生の中にはお混；！＞V-のイ;;1－ジが猿いですから．
後援 着色たちは緋羽田、尾治総量隆明，たので、総長とい怯業っ

~に尾治先生というととにな相応す．

’E書量 私はhf竜’＆Aですが、東京大学の，12'代総長：It有

...人事ん.:u・代間士でとの前、f俳句研型uとい号鎗



鎗で対司障をやりました狩e<200e年款のJ}).20年歴史

が遭うか晶、だいぶずれτいます（有馬.長の任期信

1989年4月ー19鈴年3月｝．そとで也、要するに学生1:•

A肱ほとんε無織のものと咽蘭隠れ~た．

現~· た~－怠』主総長先生.1：：.体育会特事援金安代したと曹に

銚•1：：侭bたり色しましたし、例えば「京都大学噺入金キ

ャンベーン・・＇Jl;:い号のを今年初めτ岡信したいとh‘うの

で．東山先生を介してJi泊先生にISl!i~lllいていただ

僻した．そのときも尾治先生は筒自にやヴ；f::.旬、いよJ
みたいな感i;でおっしゃヮていたので、学生のことをよ〈

考えて＜~·在っているのだなと患いました．

忠治 とこでいう自由l;:＼＼~の弘、大学の絡の中でのllrEllなの

ですね．との衿をどういうものにするかを考えるのが会々

です．なるべ〈広い衿で．だけε健全でないといけない．
私l'i憎し錦~＼Cl)耐とよ〈都、ましたが、惜し：郎、の銭j

が望号つにはます白燥が曹れいでないと鱒銀になる．航、

固いがないと勉容が加えられる．というわけで..争は必

要なわけですよ．それをf量UtしJと関遣えている入が

い』s.それだ－：：＞i'tl;,何も京大に入ル必要はない．ですから、

大学という飼いの中で．自由奔2まに思い切り羽ばたい

て〈史書いとも、うのが訟の考えです．

いま．訟は．「人づ〈切主愈絡型客員会Jl;:＼ゆ活衝に関

わて診ていてよれtま子泌を育て｛＞ための組織なのですが、

f予駄を脊てるJというと般事ん政脊する、しつけると

考えているのですt:I.しかし怠健、fぞうじゃない、子£も
は育つもの、鋭お測で頑固鎗するなj主主主っている.!lfl) 

舗で子Eもば育つのです．京都大学で事そう.Ill学~－.

t嫌足繊耳目】

INTERVI巴W

.え背てる乞考えてはいけない.ed咽依田豊fbJl;:

jft＼，たの健明治時代の・訳ミ2で、元の倉腺は才歯を

ヲI電illすとどなので宮古．

松沢智S髄ん｛京事E大惨霊長類研究所所長｝のチン

パン少ーの子育τの研究は有名？すが、そこで色..健

子』こ何事.えてはいない．けれE晶子εも健ちゃんとで曹
るようになる．ただ．『京都大学にもそれが必要ですねJ
と松沢さんに2？た岳、n、~、それはチンバシ？ーの竃

です．人聞は遣います主jとおっしゃる．そのあたりが松

沢さんの縫いとこるでね．すマチンパン？申告側に司書げ

てお殺する入.t.いるげれJ!、本物の科学奮は違う．面白

いですね.1証書官火当世の学生さんたちは総局、自分で一

所懸命豊臣さないといけない.awと総省か．牟集までに
衡をするかを．そういう方針で来たので、重E書官大学で紘

斜合つぶしが利〈入グ柑ます．

さヮ曹「＇1$(し書置いの魚！ときいましたが．それt主；JI学援

のと曹からずっとやっている京績大学金惨事k脊シンポジ

ウムの最初の与に．級脱会の畿でi-.1::弘、うのは大量買

の•itし書置いの鴻et戸ー考書おいしい．京大の将来のため

に秘書事しまし必Jと領拶したのが初めてなの？すta.そ

うしf::..各‘fltし書置いにす事と歩留まりが媛E‘Jという先生
意明人かおられたので、翌年のシン終Pウムでは．「歩留

まりが添いと弘、うのは土織が汚れてい5からで、a監T守l;:
いうのは量れいな土線4こしてかi:.ttし飼いをするのだJ

と言ったお納得してt.l与えた．いろんな反応が晶りましたが．

ー零総が気に入ったのは易事7:;ll)j/人の反応でfその
.はEとで食べられますかJと｛笑｝．ま晶とれが正しい

制ぜ叫ん：古代.J:!J7l. 't'ゼ叫ん繊過に録用事れていたr.:r:シマ園小策j聾侮ったfホワイトナイ川、鈴鎌必の袋潟漏fブルーすイルJ.~C<i!iftr. 

ジプト守強制れτぃ企rt分以曲川、創世恥t::ri~I!サイルJ.いれもも息欄回大拳との共同プランi:.

’制殺事時••：•締市の’E麟渦習院賞制b積．にか‘7官、併畑闘の.事輔？篇世i•• •• 大伊吉掴キャンバえの3車、Z毎回山の舗の鵬首量ってい晶．

司~5

i;i•文学＊－Aページ『滋湖畔』Eニr耳イン舟？.l\ 供浮開削)J.t書J鎗，e
拘世p蜘削帽.kY<蜘 U輯ゆ串帥神輔＿d岨M前1112限泊In刷帽抑制鈎創>S_l.lrtm

..λ生駒内ーン！＇＊Ill廠喪失禽鱒侮釦お栂清食j柵鋼t,~i,，た．胸骨骨相隣国3

耳k•＊桝払.λ.~..，.~ーンのーっとt.<.aHの，.l!l，幾胡制帰曹、険制1!.11.んかせんふゅん.ji::a:i-企鱒治会グ”脚憎した．
との今ャシ判ーン鋭、.入！：.（，歓迎す轟符$として、場自民で抱織す品f車時＞.！：.令ャ~－：.－•fi俊民会J c•••:s下質事氏｛紐様lJl・‘鱒生｝｝に
よって企画・禽施車晶、‘f31a腐の歓迎イ珂ント、‘fl1轟自の鱒策会｛康食。B守司~：！：.... －：.－チ..ーの先週llt•の纏場llft!fl高級衡U·~置場純夫氏£よ：6

・司書）~（もの守す．

との図的情満会事C館、..予約長女備えk回るa肩入生告書事1,4CIOAの·~』、会場守畠晶画E合悌湾筋国黛ぽ鴻臓の紋鎗ttfJ車i,t:,

・2置にu事、’E山銚久則!Jj‘｛犠際・掌生血当） ti~筋合の鎗婦が刷、浅匹、守、厳歯車閥．の目闘で峰、8~の体験犠司~.J:~.I冊。=t支え.lltl

MfMCtご’'b：章、”に説会婚の・簾奄mぃflt/！与、 rli世a1，，按9てい〈とたゆ鋤績で頑張っても弘、島、、e~守用医を鎗起し、.えf.I;つItて縁レ

ぃ.Jtの跡、メヲ4ドジ＇ill!tザ創刷、、参加し，~·肝λ主主にとっ＂（＇..なひとと嘗と制ましii;,

ま止、.策舎のn侮：：＃.？？'1活働鯵，）！ヂ書官主総;!ii...旗Hfにとっては＊唱•＊－＂の害事官事な？昔プ活舗の・手奄釦司~·~... ともflint.I::.
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反応です泊、食べ物の自置をしτいるのです酔＆.ととる

が鮮手目B弘またn・1というわけに齢、量ませんから、イリ
Xの穆のBをした.llt-111に遣れてい〈ことはで電る11

れa..水＂飲量せーととほで量ないという有名な耐鳴る．
それで我々 の彼自は、学生がいつで也安，bしてZ院を飲

め畠ょうl:J”を織に量れい4こしてお〈ζとだと.しました．

援活の.，，シンボV.,Aの..の申心は、『自学自習は

成り立つのか·J~弘、うとと．本当に放っておいてで量るの

かEうかはどうも!Ill(であ事と．入学定員t守っていると

級事量点がおちて〈轟.aし郎、にす枇紫色と！flもが出

て〈るので、それはまずいぶゆととで、少人級車IHi舗を

移入したり、いーんなととを守りましまと．

a，， 鵡の制、ち見事と、輔の"j;i/S-手掛1ftl)の耐強

いかなと思い肘．掛は今怖か的政し飾吋糊です．

~自 主t.、組織でも奇警ですけ·l!.たま宮、実鍛脅す轟ための遊具、

繍線量俗、会す古・私書量事抑制湿度税えないといけな島、

でなも冷徹ない村坊も．で以鴎総理、桜I撤祭主んむ店

舗大学各誉敏授、叙糊年度ノーベ晶倫理学賞受賞｝の

研究などは放し郎、なのです.I::.畠あいう分野の仕事』主、

書置に面倒みるとノーベ舟貨を~l与うようt.tととか~首な〈な

ってしまう．灘Ill”翁さん.t,領永•－Ii事さん志望書っておら

れます11e、後らには鎗島何毒舌わなかった．京都大学

は場所だけなのですね．そとにた車たまうる事〈曾むない

先週包がい角田か晶、絞らはE堅かった．幾書官も怨念もいらない．

ととるがiPSj書偽みたいに、費量舗が轟って、－m・命綱P

るからで曹設ものも晶ふとのs・2帯主まそういう泊所なので
すね．思い切り自分切したいとl:がで電事．何でしょうお？

伝総ですかね．

安置Eほかの大学の人の穏を廊〈と、京大減重量後なのだなと思

い肘.－~蹄うのは、続議の出絡を耳ll!i郎、訟ですかね．

忠治 獄事町、浅*M-1'書んが言うていましたね痩学窃が綬象

強録む令、ないと聞ももて鳴実粉婚の大学ですよとはlと．

a爪 4惨事？す可制

忠治 混司lllll"t'i革命今iま餓験受像を導入していますが、ぞれま

でまま学主主滋湾当に波書臣告受けて、鴻当1：鉱敏幸俊ltl:

符〈．融もやには四百何十単位も耳障っている人がいた

のです．要す晶1::1fili障しな〈ても飴織を受砂れば取れる

から．ただし、それだけでは落ちと！まれが織ますから、理E

~惨では2003隼.rri：少人殺語録制度在感入しました．

訟験登録企鎗めたのは、200持J!i'.の後期からです．大

学も法律でril!ilEifllilJを受けるととになりましたので、
解舗に宙え器ためには島Ii・低餓のととはやらないとい

けない．援禽”を凝っている以上、京都大学のようなと

ころで＂＇ちと時1.Jが畠~＼ゅのほ良〈畠慌せMもお．

た港、突は帯広は、震緩解舗では分野測の静舗を灘入し

てい〈必要があ畢と思います．どういうZとかというと、大

学金体を総合野俊すれば、3巨大．京大は絶対盆単暑満

たすのです、総合点ですから．ととろが分野別静舗をす

ーとa・を泊先書tlいとと~tいっぱい出て＜l>. 事Eに

叡以降・ll'・の大学保価・争位a与揚績の鈴行傷舗で、医

学官事が多〈の•i!t普点・開題点の指鎗を受けた．入学量産

険筒麗援をしてないというととろから自由まって、人と機れ

ないような学生が医者になったら図るという8'1i.それ

でg.-,41の先生たちは必死枚、るんなとと告立て復して、

短期間で也のすご〈良くなりました．そういう分野加の際

tli在したら&!Ji'鴻4ーする．餓唱陣原患の移入で大学t-Jl

〈しようと思ったら‘それがー嘗強嬢＃｝です．将来の得価

に耐えるためにはごうしておかな狩ればいげないとも吟と

とを、今－m•命やっている．い$んなE高度改慈f事、そ

れ在愈割闘してぞって耳鳴．学隼から見たらそんなには使

わって見えないし、実際、愈織な変化は島〈ないでしょう．

i;わ~わと将来奇異滋しながら携えていったら‘10年繕っ

てみ晶とえらも縫い1：：なる．それが大学の歴史でt必ね．

袋織 法学惨ではふのーっ上の学年からキヤヲプ初句吻

入されました．そのぜいで不家殺傷隼が書留えたという園障

が品。殺す．

』臨調主 食学館では、斜度的な変化tまないですね・＇寺キ、字毎

のととについて何とかしてほしいという人伝喰すが、基

本的にf学都の自治jを3重んじています．



一－·通が恐後寄れ6~曹に6・廊がお先週車り昏書f制定し＇－：fol.

JP臨 あれは婚しかヲ~.

ーー‘われていたの？すfol.

線Jltそうなのです．それで、先生が鎗長：t:退任書れるときに
何かで量ないかなということで学~－の方に相践しτ．

お見送りをきせていただ竃車Lた．

.総 量闘車庫銀全センタ』~%コミットの人たち患いましたし、最

後に..，~っと並んで写真幸織。ました..図で患い備

すのは、オFプンキャンパXのとき．いきなり－~量の中で

太訟を叩いたとと.eの大学t:’Eける書犠ヮでいた砂E、

あのn--－ンjでR:対抗泊先制悼した入もいた払いoo.

ーーさ主総で舟守てい6"Ky蜘 U蜘削l'ly・という.のλっ

たシヤ回プペンシル＊現t－プンキャンパスで提唱で、者施のおに

E置いて、＊＊に入るんだと鍵験勉自量e積源。ている禽援金。

い轟ょうです．

耳障. 畠れは翁鱗みんな待っています．受取で使ったという

友，u.多いマすし.itれと、鎗xに帰るときに知り合い

の泌総生な~大グッズ冷買ってい〈と司Fltれま守ね．

畠のシ＂＇－プベシシ ・ft.＆先生のアイデアだとか．

』臨青島 中学生がお小選Hで買えるものをとる、ろいろ考えてね．

チ，コレ－｝が－1書ピットしました地九あれは夏場は11:0'1'!:

からお．

u 私1まf書量発舟レー」を君臨で寅って帰り車オt'.lll父とかが
事」置ので．

摘すERYIεw

一・朱:!Eli惨さ色の繊織など＇'f.UVt』t••寄れたりしてい

6のマt，晶うか7

u ，，まりしてないですlt~ta.例えぽ.11月祭で家擦を＊

内する学生が嶋えて芭ましたが、それは也のすご〈良いこ

とだと息号ので、で曹畠lfltJ留をかIt畠ようにしτいます．
r.i1ールマガジン」を鎗めたの也、いろんな方々 に、定期

的に京初大学のととを発信した·~·と恩ヲ制・らです．

ー－・大耳トムベ緬.：.；のfライブ＂.bl.ラJt.11'11 OOi摩＜~~ヴ
クtrスがおり宏す．
湾総 本修鎌から｝？.た景色をいつ也写してい晶のです．自分

で~－ムアヲプ耳障l:1の録作がでをて、東山や時膏f台が映

る．ライプ＇;IIメヲ.，，，ンは世界命にいますかも．との前晶、

~fJ犬学という名前幸世界中の曾衝で念』ムベhジに

錯しではと謙譲し事した．それで、その曾震を鎗湾河l'~IJ

ツクしたら．窓会泳』ムベ－1'1こf::l!I)~聖心あとは発2置で

も自家舗で't,＼叫‘ので、:t.』ムベ』~·J主て也ちえ奮す．ま

ず名前毒死せるととです．

量車k~のパンの••＝t車、世界の曾重量で「ありがとうj

のコレクシゲノ曹司陰ってい車す．ヨ院はあのコレタ均ンlこっ

Hては、私もいくつか世界の曾議＋aえて畠Ifました．

広軍事と減、そうい哲也のではないかと思います．

u 学生のととで普労されたととはありますが．

.臨 よ〈やる学生はやるし、やらない学生はやらな”し、畠~

て注調障はしない...障の対象です．自然事事学をやって

いると行動の総理約まよ〈します．傍句を徐かと垣tまじっと

J1.ていて、ゆっ〈り詠むわけです．

a爪 訟が大学に入ってー容がつく唱したのは、百万巡の石

窓f/"7~··です'ta，あれば篠宮目的でした．

.臨 鶏除ミと曹にご軍苦労さんと忠弘‘ましたけど、それで$紘は石

纏117~のバッジt;縛っているしお、そ供吟お付~合い

も畠晶のです．学生が一所懸命や守ているから付き合う．

1とだ、lt看板な皮も織していいととるといげないととろが

畠轟．野放しだけど、－~·のルhルの中でやってほしい．

それができてい係自身、l{ff大掌ば安織だと患ってい奮す．

t縛定鳳朝

縦事柄ップ羽：穆M ごとに”E守抑制織は摘を蜘柑..

厳7 宿泊＃フ·，，；：冒芳温度鐙点広高t,~司E鑓聖鋭意しτ歩怠曹．． す

~火事の針量E広反対t..~写生:/12005J4!.1 月、司E償金占備しτカ？：.：聖

書ta.Ji鋸寄書ーした'11k事守強．す晶とと守大場側と合耳障し、;IJ7:c!U

RIこ自主鎌;Ii吉弘k,

Z4 
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ー『』臨泊先金鉱.ua＆隊司t：＊の文化だtおっし喰唱ていま.，.
よ色．

思穂 陸大の学生駒上手足Jとぷ梅市立芸大の先生に也

書号のです．時代とと色に上手になりました札束ー鳴

の角岳定点録診で初年也写＼，.げれほ制‘で曹ます．

看板毒見曇とその時代のζとがよ〈分かり念すね．

－団員が増えていくの也一つの，eロ1~－11－~す． 

． 稽’Bの学生の.はよ〈見τ＊＇＜ように、と車島局に宵宮

τいました．義徳研雪障会のSJ竜緋4争4人になヲたこと

が晶り、惨事事丸事ん奇呼んでをて、f草創ω、っち謙信」と

い号イベント寄やったら.~年信13.人iご纏えた．そのと曹は

－~務調Eをやり以，t::J:..

ー－＜＆ちろん康治集会鉱鴻獄事時.唱『？ずか晶、. .  を寄れて

い会鎗澗崎、制抑止欄股．れていなか叫側同事tl7

iEfl争、富田の中＝•大の；ニとと続突の乙とがそれぞれどれ〈§

いを占めてい念11>札ょうか．

局員島 いや、ほとんどM時冊京大のZとが/iめていたのではな

い明，ょうか．ともゅのは、後演というの抜書世浴時間が定

まっていない．続努事？というのは、24時間その窃費電テ』

すのごとが書置を占Ii)ているものではあ暗ますが、役員とし

て鎗軍専をもらっている以上はお．でも、もうとれ品・6磁波

大のごとは頭角・掃すかな｛努D.

袋線 局泊先生は色ともと7イ』・A-Fヲ』タがお好電なのです古～

』臨青島 主I'~というか、私の狗学者としての仕事は:71－ル~"J

クが命令です．だから、総A縛fl:もなるべくフイ－A-1-'Iこ

t話事k’iごしていました．フィ－Jl.-Fヲ－？~ーやっている学
生や先生たちが百世界令にいっぱいいますので．だから、

とんで色ないととろに現れ~の？す喝、ベトナムのIll奥掛‘．

ザイヨロ列：：＋（・111111，，圃肺トル｝

銅伊半島の杉林~見τ曹たととから．吉野喜多の間伐舗

でサイヨ冒司ンチがで量たり．本穆”の目障にI>§セミナー

ハウ克也剛健紛·~利用しτ遁りましたしね．それ色ll•

治，，o－•です．ヲィールVヲータの－に也やt拘a・

4量としτの仕事として智章ました．

食調書 今唱ll昭事いうお仕事を討もるのホ，ょうか．

Jlifl Itいはんな字研修市にI>畠財団法人国際高等研実情

のヲエローとしτ．勉噂科学の研，＝~·げます．それと、

今私が－m•命やヲているのはユネ，；.（；，~唆2臨しτぃ

畠鏑喰浪底、「3内ローパル・ジオパ・－？・ネットヲ』タJのこ

とです．ユ－＂lt::2の也界幾康には自銭濃－~文化滅怠

のほかにもうーっ、治議鴻嵐というのがある．日本ば'Iii~

地疎JIM量には多加Lていないltl!、いよい~却すると

麗が方針寄決めましたから、Eの婚績を領泌するか鱒司監

す事会の.員長をしています．応募して＜~ととろの湯

治奇知らないと鳴塗時紛糾で、10.IJの.幾港経以

来、今8*で4ヶ所見に行君事した．畠っちに行ったりとっ

ちに行ったり大安なのですが、7イ－.rH~ア』タに関心~

畠るからで世＂＇·＊魚JI)と溺鎗湖t:••半島のあ開骨骨ま
ず,:J.*;(::11こ維泌すle$亀めました．併行して自2幹のジ

オパ』ク・ネットヲ－？IこもI>ちとちから備”が来ています

ので、そのe去をとれか告します．

それに．総理官のごとを少しでもifili¥Iこ知ってもらおうと

Hう灘園時滋ぬてい曹？とい．それでit:::~ft大学の先

生に也事事世厳になるつ恵り？すい漢膏闘のととも鱗介し

てお！寵した．ジオ・1t-?t:lff，ずつの漫Blこしてほしい

と、精噂大学にお願いしているのですけど．感乗りして

まして、務般大学の車量事にもお：reすIととにな暗ました．

何でもやろうという狼倭なのです．

ーーそろそろまとめのお賓策をお原いし念ず．

u 総:It在をま命tit::＜書んの方々 のお強穏になり車した．告書

学舗の先生~Iこ也、法人11:で京大~.規則寄金惨fl?り耳ま

きないといけなかったりして、盟事分~世憶になりました．

治人化して、議窃の鯵ロが贋いてい晶画事贋が調闘えるな

l!！量〈なった：llit島号ますが、その後に入って量た学生さ

んたちは、そういうものだと思ってい晶でしょう.2芳鈎00

人也学生がも叫すから、まずいととが島守た：I!.•~院が必ず

ft'か曾って彊ます.s，えIt.、「鈴釣台のF店舗ばかりきれ

いにして、:It僚はほったらかしゃjと曾っτきた学生害ん
がいるのですが、それで犠近、北僚がきれいになったで

し必．それは学生の戸か4るです．



ーー学金書A.IDJ障の3’M・・のー曾より大愈も、と？

忠治 もち~んJtうです、学生か佐渡＊務告ももってい高の？す

から.r自民司自貨をEJという嘗鶏が緑近よ〈事震われますが、

訟は官僚や段治家1：はf渥鰐責任j、国眠時置しなくても勉

強してちeんと理解す事費径が事~1:1&っています．事・9

告も怒し先制緩Wtliは？王fl::l回受けないkいけない．

:i:t'*lt去年受狩1!:1対、ども、そのために忙1，い命、分浮

い資事事告周怠しました.:iEし〈いい務備を簡単にで量る

ようにする必夜が串~1:•います．

書官. 七大増員のfl殺を変えちれましたが、事れ也、浪人.{tとの

関係？すか？

.織 もkはr.f::帯戦Jrm.fl:七大学総合体W大会H：符ば

れていたのですが、先綱大学が勝事授のと輩にもうすぐ

法人{tして国立大学ではなくなるので図怠はまずいk

いうととで「会留七大学総合体W犬会J~名泌を際えま

した．「狼Jt行政法人ではなくII'立大学法人に:JI:事、う

努力をしている殺到ドに、わざわざ自分からf由主jの名

前を返上するkは何事か~!1tflll隠したのだけど.1.きか

ち「全箇H：いう曾裁は帯広のロからはついに鈎なかった．

a立大学F私国のお金で学んで事らうとも汚明治時代か

§の非常に縫い伽lj~置ですから、'f'はり』重量Htしてしまう

(f，怠・Iii
誕轟

司E・＊・恥－A・崎－＂.Jrトピッ，;(,I占対織静

M岬梢削除隊”剛抽＊酬崎

kまずいでしkう.II成金念総してロは泌さないともゆ今

までの守り"J!；がー割~JEしい'f'り労だと今で也事品は思って

いるのですね．

後. 尾治~~についての添い解明は学生のゆでまった＜t>

りまぜん守した．七大理島ではョ~－ーだけでなく、去年法書店

膨会まで来ていただいて、犬繁織鋤し句Cいます．お忙し

いkは担聴いますが、とれからはど自分の続完をゆゐ1：ご

活官曜ください．

a爪 いろいろとお俊衝になり、ありがとうと？宮、、ました．進蔵書

れても学生の活費障を見守って〈ださい．

ー－··に.<6ラーっ、~し~r•o1をおと釦年やって録しいjl: 

曾われ~6ど号事れ－すか？

康調島 Iiiわります..量発になったと輩、7ルマヲソシでゴー1レが

’唱えたと縁っていた弘~l:Sキロ念れk曾われたような

心嫌だと銭拶したのですよ．もう5キロ｝鵠かん、Ifill園町

わる．訟の4審議kしでは、いかにII'.立大学のいいkと事、

伝統を守ってい〈か、事Eい人たちに頑張ってほしい1:11

い輩す．

－・事ム＊蛸，弘、ゆありがとうござい草した．

http：品虜欄均時叫品論制帽時一舗がゆ蜘・両712糊ぬ財閥附」側関

大型担の広織活働奄鎗唱証す晶京都大掌属鴻総織の事t•に』潟、京銀大学者島近~－（；てもらう目鈎守「マン婦によ晶京都火争指:II'・子j骨作；Jiltす

61:とに4マ~.J量湯量lllbら、マン8拳傷奄彼す畢:i:i-•純・＊掌の・志，.に信聾鎗ちか持られ、弱火掌の議瓜.・学生•1閣の元マンガプロジ＇::c?

t-t:O:ち』~~ず、寧高島16制月かも具体制辛体重障が輸事。;t，犠4・a間箇膏鱒’温,t，平成20制聞に完成レ.ft.

26 



E
E

・E

．，．

4
F－

各
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

尾
池
和
夫
総
長
ヘ
寄
せ
て
｜
｜

27 



各界からのメッセージ 尾池総長を支えてきた方々

基礎研究の伝統と新法の接点を求めてー京都大学法人化の前後一

元企画・評価担当理事

金田 章裕 ｜諒~Sjl＝訟
国立大学法人化以前、長尾総長の

下で2年間副学長を務め、ついで実際

の法人化の直前に尾池総長の下で副

学長、直後にひき続き理事・副学長として、

国立大学法人への組織づくりと初期の

運営に参画する機会を得た。

そとで模索したのは、明治以来の帝国

大学から第二次大戦後の新制大学に転

じて以来、半世紀以上にわたる固立大

学時代に培われた「伝統」と、新しく策

定されるであろう国立大学法人法が示

す「将来像」との接点であったように想

起する。同時にその過程では、「伝統Jと
は何かという内省と、策定過程にある法

案が描く「将来像」への不確定さと不安

の吏錨が、当時の感覚の多くを占めてい

たように思う。

国立大学法人法の事実上の基礎は

独立行政法人法であることは周知の認

識であった。そもそも国立大学法人化の

流れは「行政改革」の必要性の中に生

起したものであり、一部にそれを歓迎す

る要請はあったものの、必ずしも国立大

学側の内発的志向性を示すものではな

かった。しかし一定の政治過程を経て、

単なる独立行政法人法の適用ではなく、

国立大学の特性に配慮した新法策定

への掠れとなったのは、早天の慈雨と

はいえ、一種の「黒船」であったととは

論を待たない。

当時、国立大学協会の会長であった

長尾総長の、この聞の御尽力は並々 なら

ぬものであった。にもかかわらず、我々 の

みならず、教員・職員・学生のすべてが、

ある種の不安のただ中に置かれていたと

とは事実である。何回かの全構成員を対

象とした説明会も開催されたが、それで

すべてが解明できた訳ではないととは、

説明者自身が認識せざるを得なかった。

新法人法案が規定する組織は、総長

に権限が集中し、理事によって構成され

る役員会と共に、総長選考以外の現実

の方針決定・実施にわたって、すべての

権限と責任を負う形を規定していた。当

時の国立大学が、一種の外局として何ら

の法的決定権を有していなかったのに

対して、法人法案が自主的予算配分権

等を有することになるのを歓迎する向きも

一部にあった。同時にその一方では、多

くのI基礎学Jを中心として多大な危慎

の念があった。ただでさえ十分とはいえな

い予算が、即効的実用性や実業的有用

性などによって一部に偏向してしまう危

険性を予知するものでもあった。

考慮すべき「伝統」とは何か、という

内省が常に念頭を離れる乙とはなかった。

研究者としては、歴史地理学という人

文学に基礎を置く筆者にとって、広狭

の「基礎学」あるいは、「基礎学」の基

礎研究に従事するととを想起した時、乙

の不安を共有する一人でもあった。

「伝統」の大きな部分は、との基礎研

究の重視、同時に基礎教育の重視にあ

ると思われた。京都大学の「自由の学風」

とは、っきつめれば“自由な基礎研究の

重視”とさえ換言できるのではないか、と

いうのが筆者の思いであった。

ぞれを支えるべき組織は何か、と思い

を進めた時、たとえ非効率ではあっても、

良い意味での「教授会自治」に思いを

致さざるを得なかった。自由な基礎研究

を重視することの可能なシステムは、零

細な基礎研究に従事する研究者にとっ

ても有効なものでなければならず、情報

を共有し、可能な限り自由を尊重して

自らの方向を模索する組織の必要性を

痛感した。

乙れを具体化する成案が、当初から胸

中にあった訳ではない。当時の部局長会

議の下、あるいは将来構想検討委員会

の下に、部局長を含む小委員会やワーキ

ンググループが設置され、検討を続けた。

新法人法案では、そもそも部局長会

議すら法的根拠を全く得られなくなり、

今では周知のことながら、審議機関とし

ては経営協議会と教育研究評議会の

みが設定される方向であった。

議論の多くは、京都大学のような多岐

にわたる専門領域を有する大学において、

その調整機関として部局長会議の機能

をいかにして有効に設定するか、という

点と、教育・研究組織の改廃等、教育・

研究にかかわる方向性の策定過程に、

いかに内発的な実態を反映するか、とい

う点にあった。

多くの議論を経て構想され、決定され

たのは、企画・評価担当理事の下に企画

委員会、財務・会計担当理事の下に財

務委員会、教育研究基盤担当理事の下

に施設整備委員会を置く組織形態であ

った。役員会ないし部局長から持ち込ま

れた案件が、各理事から提案され、審議

事項を10名程度の委員からなる各委員

会で全学的に審講しようとするものであり、

財務の検討は不可欠であるものの、必要

性・必然性の方を先講しようとする形の

組織であった（『平成16年2月10日、京都

大学の将来像検討ワーキンググループ

中間報告』が、その意図をもっとも明瞭

に示している）ロとの組織は基本的に承

認され、正式に発足した。

乙の前後には多くの改変が行われた。

総長の任期、「意向投票」の具体化とい

う形での選挙規定、事務局長制度の廃

止等、枚挙に暇がない。法人発足以前

の数年は、総長の下に2人の副学長と数

人の総長補佐からなる総長補佐会が構

成されて実際の運営に当った。法人発

足後は、企画・評価担当理事として、実

際に企画委員会の審議も主宰した。そこ

で痛感したのは、委員会が全学的視野を

有効に持つととの困難性であるが、病院

の非常勤看護師の定員化にかかわる審

議等、有効に機能した案件も想起される。

現在も、そして恐らくは第2期を迎える

中期目標・中期計画期間においても、試

行と一定の錯誤を続けると思われるが、

「自由の学風」っきつめれば基礎研究・

基礎教育の推進、を重視した運営を今

後も続けていただきたいと思う。

京都大学を離れた今こそ、切に念願

するものであるロ
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各界からのメッセージ 尾池総長を支えてきた方々

法人化と学生運動

元教育・学生担当理事

東山紘久 ｜説得ぷ品～平駒靭月30日

国立大学の法人化は、すべての国

立大学にとって大変なととであったが、

京都大学にとっても歴史的な変革を

伴う出来事であった。あまりにも大きな

変化は、それが実体化しない聞は、大

学幹部以外の一般教職員や学生は、

問題が大きすぎて身近なことと感じら

れないとともあって、できるだけ意識し

ないような心理的抑圧が働く。法律が

制定され、いよいよ法人化されること

が決まってから、先行きの不安とEの

ような変化が起とるのかの予測がつ

かないため、明確でないあせりが生じ

ていた。総長や事務局長を中心とし

た説明会が聞かれていたが、学生が

まとまって行動することはいよいよ1年

後に法人化されるととが決まるまで目

立たなかった。

私は平成15年4月1日から教育学部

長・研究科長を遠山敦子当時の文部

科学大臣から拝命した。その頃から学

生たちの法人化反対の運動が活発

化してきた。学生たちは学生に対して

の説明会を要求していた。学生たち

は説明会を「総長団交」として要求し

てきていたのである。当時学生との折

衝は厚生補導担当の副学長であった

尾油和夫先生であった。総長の説明

会をEのように持つかの予備折衝の

責任者が尾池先生であった。予備折

衝は時には学生たちの怒号と実力行

使に発展しかねないため、予備折衝

のための大学側の教員が出席していた。

大学側の教員は、金田副学長、3人の

研究科長と3人の総長補佐の先生で

あった。Eういうわけか私は研究科長

の一人として予備折衝に加わるよう

に指名された。

前任校での経験はあったが、京都

大学で全学的な学生との折衝（団交）

に教員側として参加したのは初めて

であった。最初は義務として参加して

いたが、そのうちに尾池先生の学生の

対応に魅力を感じていった。尾泊先

生は決して学生と妥協されないのだが、

学生に対する思いやりと配慮が折衝

の雰囲気に重奏低音のように響いて

いるのである。私は尾泊先生の態度

を学びたくて予備折衝に熱心に参加

していった。9月に尾袖先生が次期総

長に選出された。次期総長が学生と

の予備折衝の主査をすることは、次

期総長としての尾泊先生の行動を縛

るととになるので、主査を突代するとと

が幹部会で検討されたそうである。そ

乙で一番熱心に予備折衝に参加して

いた東山に主査をやらせようと決まっ

たそうである。私にすれば全くの誤解

による主査任命に思えたが、恩師の

河合隼雄先生から、引き受けるからに

は全力を尽くせと指導を受けていたこ

ともあって、尾泊先生の対応から学習

したととを実践するととに決めた。

京都大学の学生は時には過敢な

言動に走ることはあっても、基本的に

は信頼できる人たちであるととを尾池

先生の学生対応で教えられた乙ともあ

って、できないことはできないとハッキ

リさせるととと嘘はつかないことを肝に

命じて学生と対応した。最終的には、

長尾総長の学生に対しての法人化

説明会を先生の任期の最後に開催し、

平行線だったが、金田副学長の調停

もあって、平和のうちに終了した。学

生たちの怒号の内に長尾先生を退出

させる乙とだけはどうしても避けたかっ

たので、ぞれができたのがうれしかった。

それができたのも尾泊先生がいつも

影から見守ってくださっており、毎回

の予備折衝の後に、様子を聞いてい

ただき、指導していただいたからである。

平成15年12月16日に、これも予備

折衝の主査と同様に、はからずも副学

長に任命された。ぞれから16年の4月

1日の法人化まで、法人化をめぐって

の学生との折衝、学内組織の変革、

規則の変更や機構の設置など、毎日

夜遅くまで会議や企画の詰めで多忙

を究めたが、尾池総長、金田副学長、

3人の総長補佐の先生と本聞事務局

長のご指導を受けながら、あっと言う

聞に法人化が現実としてやってきた

感じが私にはあった。

それから4年6カ月いろいろなことが

あったが、尾泊先生の人格と人間的

魅力で、大学生活最後の期聞を充実

して送らせていただいた。良き師と出

会い、最高の上司に恵まれる乙とは最

高の幸せであった。



尾池和夫総長と共に

元病院・施設・国際交流担当理事

北 全元h Eきた とおる

1日λ E佳期：平成17年10月1日～平成20年9月初日

私は、平成17年10月1日付けで「固 その後我が固における予算措置がな のための「看護師宿舎の確保・看護

際交涜」「施設」「病院」担当理事を されているととろです。京都大学也、 師寮の建設」資金を、大学本部からの

仰せつかりました。理事就任を要請さ 固から多額の予算措置がなされ、現 有利子貸し付けではありますが、措置

れた当時は、医学部附属病院での経 在大学の各所で耐震化の工事・改修 頂いたことに関係者一同感謝してい

験しかなく、いきなり全学の役員にな が行われているととろです。 ます。医療に関しては、医療機器の新

る乙とに不安がありましたが、尾池総 さてもう一つの「京都大学の課題」 規購入、更新が不可欠であり、多額の

長に「しっかり頑張ってくださLE」と言 は、玉学研究科・情報学研究科の桂 資金を要します。概算要求も重要な

われおヲlき受けしました。 移転であります。ごとに、工学研究科 子段ではありますが、時期を待てない

「国際交流」につきましては、西村 物理系の移転が当面の大きな課題で 案件も数多くあり、この件に関しまして

理事にバトンタッチするまでの短い期 ありました。文部科学省との粘り強い も総長をはじめ各綬員の多大なるご

聞ではありましたが、思い出は、カター 受渉を進めてまいりましたが、現在の 理解・ご支援を得て、大学本部からの

ル固から、国民の死因の1、2位が「糖 国の予算状況では、満額の予算措置 有利子貸し付けではありますが、予算

原病に起因した心筋梗塞」「交通事故J がされにくいという結論に至札総長 措置をして頂くことができています。こ

であるととから、その克服のため、「医学」 を中心に役員会で対応を協議して頂き、 れらの事項を待ったなしで総長をはじ

「交通」の分野での協力を要請され 「固と大学が費用総額を折半」する め各役員に認めて項き措置されました

たことでした。イスラム文化の御専門 形で最終結論の結果待ちの状態とな ことは、病院経嘗に大きな支援となる

である小杉教授をはじめ、医学部・主 りました。少なくとも、工学研究科の桂 と共に医療従事者の元気が出ると乙

学部の専門家の教授共々「カタール 移転が完成される見込みがついたわ ろとなっておりますロまた、山内淳氏の

国ドーハJに行き、それらの問題につ けであります。そうしますと、吉田キャン ご寄附による「積員棟」の建設許可

いての京都大学の提案につき双方で パスの再整備が可能になり、一歩前 を京都市から得るべく総長をはじめ

協議しましたが、最終的には京都大学 進といったととろですロ今後、情報学 役員会のご支援を項き、かなりの時

の提案は採用されませんでした。国 研究科をどうするかが課題として残る 聞と労力を要しましたが、平成20年7月

際交読の職員の努力にもかかわらず 乙とになります。今年10月に完成いた には起工式を無事終えるととができ、

将来に道が示せず申し訳ないととで しました「稲盛財団記念館」に闘しま 関係者一同「ホッ」としております。

した。 しては、総長のご提案により「京都賞 京都大学における大きな方針が役

「施設」に関係した事柄といたしま ライブラリー」「研究資額アーカイブ映 員会で総長のもと議論され決定して

しては、何と言っても「施設の老朽化・ 像ステーション」が組み入れられ、丸山 いくわけですが、役員会の折、時々言

狭陸化」の克服が京都大学にとり大 理事をはじめ各役員のご理解を得て われる「総長の酒落（駄酒落）」に気

きな問題であり、課題でした。総長の 完成形に持っていくととができたこと 付かずにいると、「あの大きな人懐乙

許可を得て、「耐震補強を中心とした も思い出です。 い目」で見つめられはじめて「あっ！酒

地震防災検討WG」を立ち上げました。 「病院」に闘しましては、総長をはじ 落だったかJとわかり、申し訳ないこと

平成18年4月から河田元防災研究所 め全役員に理解を項き「病院経瞥」の でした。どれほどお役になれたか自信

長をはじめ7人のメンバーを中心に進 難題に取り組んでまpりました。無論、 がありませんが、総長のおおらかなど

めて頂き、わずか2か月間という短い 病院経営改善に関しましては、病院長 性格で気持ち良〈、楽しく仕事をさせ

期間で「京都大学耐震化推進方針 をはじめ職員が一体となり日々努力を て項きました。あっという聞の3年間で

について」を作成頂きました。との方 重ねて頂いているととろです。病院経 ありました。との問、総長をはじめ役員

針案が文部科学省に取り上げられ、 営に闘しまして当面「七対ー看護」に 会の皆様、「国際交琉」「施設」「病院l

我が固の「耐震診断・耐震化方針」と よる医療費加算が重要な要素であり、 の事務の皆々様に支えられ仕事がで

して「予算撞得Jの大きな支えとなり、 役員会の了承を得て、「看護師確保」 きましたととに心より感謝申し上げます。
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各界からのメッセージ 尾池総長を支えてきた方々

充実した一瞬の1095日

元研寛・財務担当理事

松本紘 ｜吋とひろし
任期：平成17年10月1日～平成20年9月30日

尾池総長時代の私の理事としての

担当は「財務」と「研究」でした。平成

17年10月に、前任の辻文三理事、入倉

孝次郎理事から引き継ぎを受けました。

その他の所掌事項として、宇治地区、

産官学連携（知的財産・国際イノベー

ション機構）、総合技術部、また、西村

理事に引き継ぐまでの半年の聞ですが、

情報基盤も担当しました。いずれも大

学の重要任務と心得、戦略は方向性

を定め、何を優先するかであり、戦術は

その有効性を図るものと考え、関係部局、

関係事務部および関係全学委員会な

どの協力を得て、業務に全力を尽くし

たつもりです。夢と伝統のある京都大

学が、より活性化し、さらに発展すべく、

限られた時間と資額のもとで、これらに

取り組んできた日々が昨日のように思

い出されますロ

研究に関してもっとも印象深い出来

事は、高いレベルの研究者を中核とし

た世界トップレベルの研究拠点の形成

を目指す構想に対し、集中的な支援を

行う世界トップレベル研究拠点プログラ

ムにおいて、平成19年度に「物質一細

胞統合システム拠点（iCeMS）」（申請

代表者：中辻憲夫拠点長）が採択され

たととでした。同プログラムは、大学の

組織・システム改革等が必要であり、関

係理事、関係部局長、研究戦略タスク

フォース、研究推進部および研究企画

支援室、さらに関係事務部等が力を合

わせ、一つの研究支援のモデルケース

を作り得たのではなL浦、と自負すると

とろです。

さらに、平成19年11月、本学の山中

伸弥教授がiPS細胞樹立の発表を行

いました。この快挙に、内閣府総合科

学技術会議、文部科学省等からは、

iPS細胞研究の推進を強力にパックア

ップいただきました。本学においても、

我が固におけるiPS細胞研究の中核研

究組織として、iCeMSの中にiPS細胞

研究センター（CiR却を設置し、論文発

表から約1ヶ月半でセンターを立ち上げ

ました。ここでも尾池総長のリーダーシッ

プの下、関係理事等が一丸となった乙

とで、迅速に実績をあげるととができた

と思います。

乙のほか、グローバルCOEプログラム

は平成19年度には6件、平成20年度に

は6件が採択され、さらに科学技術振

興調整費では、若手研究者の自立的

環境整備促進事業の「新領域を開拓

する独創的人材の飛躍システム」、女

性研究者支援モデル育成の「女性研

究者の包括的支援「京都大学モデルJ」
および先端融合領域イノベーション創

出拠点の形成事業の「高次生体イメ

ージング先端テクノハプ」、「次世代免

疫制御を目指す創薬医学融合拠点」

など多数の課題が採択されました。

乙のうち、女性研究者への包括的支

援「京都大学モデル」は、本学の自主

的な支援事業と組み合わせ、女性研

究者支援センターの立ち上げにつなげ

ることができました。そ乙では交流・啓発・

広報事業、相談・指導事業、病児保育

室開室などの育児・介護事業、柔軟な

就労形態支援事案、京都府・京都市と

の地域連携事業を強力に推進してい

ただいているところです。

一方、財務に関しては、全学的な事

業に重点回分するために設けた全学

共通経費に加え、昨今の競争的資金

になじまない基礎学術分野や、大学の

将来にとって重要と思われる事業を積

極的に推進するために、「全学協力経

費」を新設することができました。これ

に全部局からの応募を受け、財務委員

会での審議を経て、京都大学らしLh学

術振興をさらに進めるととが可能となり

ました。それ以外の戦略的経費につい

ても、時代の要請に応え、京都大学と

して取り組むべき事業を実施し、教育、

学術研究等がさらに発展するよう心が

けました。

これらの経費は、おもに部局の要望

に基づくボトムアップ方式により配分を

行ってきたものでしたが、大学の執行

部のトップダウン方式による費調配分

の重要性も高まり、また、目的積立金な

ど戦略的に重点配分できる財源の有

効活用も求められてきました。

そのため、大学として重点的に取り

組むべき事業については、担当役員

の提案に基づき、役員聞で検討を行い、

「教育」市院J「学生支援l曜庫支援j

「広報・社会連携事業」および「基盤

整備事業等」を総合的に推進していく

ための「京都大学重点事業アクション

プラン2006～2009」を策定し、計画的

に実施していくととを役員会で決定し

ました。

産官学連携については、我が固お

よび地球社会に貢献するとともに、本

学における教育・研究活動の一層の

発展と国際的な人材育成に資すること

をミッションとして、「京都大学産官学連

携ポリシー」を平成19年3月に、同年6月

に「京都大学知的財産ポリシー」の見

直しを行いました。さらに、大学全体と

しての産官学連携への戦略的な事業

展開を目指すこととして、様々な観点

からの組織運営体制の見直しを行い、

平成19年7月に本学の産官学連携推

進と知的財産活用の全学組織として、

従来組織を発展的に改組し「産官学

連携本部」および「産官学連携センター」

を設置しました。この体制整備により、

産官学連携本部の統括のもと、産官

学連携センターが産官学連携の推進、

知的財産の確保と活用、ベンチャーの

育成・支援等の全学的な推進支援業

務を分野の特徴を生かして実施すると

ともに、学内外の関連組織とも連携・協



カして、本学の産官学連携事業の活 の承継基準を「活用を前提とした承継」 与えていただき、ぞれによって培われた

性化と知的資産の効果的・効率的な に改め、関西TLOとの連携強化を図 経験が今の私の財産となりました。と

社会還元を進めてまLEりました。また、 るとともに、学内承継審査前の「プレマ れを活かし、一層魅力・活力・実力ある

大学における国際競争力強化を目的 ーケッティング」を導入・実施、特許の「出 京都大学を目指します。尾泊先生にお

として、国際的な大学・企業とのグロー 願」から「活用Jまでの一連の業務に かれましては今後ともよろしくど指導ご

パルネットワークを構築し、国際産官学 対応する体制に移行することができま 鞭提をお願いいたします。

連携を大きな柱として推進するとととし したロ

ています。 尾池総長の下で理事としてとのよう

また、知的財産に関しては、大学へ な様々な重要課題に取り組む機会を

国際化と情報化

元国際交流・情報基盤担当理事

西村周三｜ 説砧：~~？~，日～平成20年9胸日

平成17年10月から、法人化後の第2 重点は、研究活動にあったとLhえます。 ップ、スカラシップなεの手配などを行い

期の役員が尾池総長により任命された 総長の指示は、学生の海外派遣、留学 ます。との昔f画は始まったばかりですが、

わけですが、私はその方々より半年遅 生の受け入れなどに重点をおくとLEう乙 その可能性を広げるための方策を検討

れて、平成18年4月より、国際安漏・情 とでした。学生の海外派遣に関しては、 中です。

報基盤担当理事に任命されました。就 3年前から開始した「国際交流科目」の 次に情報基盤です。本学の情報基

任にあたり総長より、特に重点的に取り 充実を重点目標としました。これは、海 盤は、情報環境楓構（機構長松山隆

組むべき課題として、アジア地域からの 外の協力関係を有する大学との連携 司教授）と情報環境部（松村宗雄部長、

留学生受人体制を充実するようにとの に基づいた学生の国際交摘を図るため 20年4月より清水目一部長）、さらに学

特命をお受けしました。以下ではとのと の講義科目です。 術情報メディアセンター（センター長 美

との途中経過を含めて、在任中の業務 他方、海外からの学生の受け入れに 濃導彦教授）とが協力して担っています。

についての報告と感想を述べたいと恩 関しては、国際教育プログラム（阻JINEP) 私はCIO（α悩 Information Officer, 

います。 と一般交換プログラムを用意し、海外か 情報化統括責任者）およびCISO(Chief

国際交流の仕事は、個々の部局単 ら学生に英語および日本語での講義を Information ＆缶αIrityO血田r，最高

位で行う活動に加え、国際交涜推進機 行ってL瓦るほか、京都アメリカ大学コン 情報セキュリティ責任者）として全体を

構（機構長横山俊夫教授）と国際部 ソーシアム（KCJS）と連携を強化し、アメ 統括するとともに、京都大学の情報基

（曽我渉国際部長、20年4月からは塚本 リカの大学から学びに来る学生と本学 盤の全般の整備に関する責任を負っ

政雄国際部長）、さらに国際交涜センタ 学生とが共同して学ぶ楓会を充実させ てきました。とりわけ力を入れたのは、全

ー（センター長 田村武教授、19年4月 ました。 学の情報セキュリティの確保と全学認

からは森純一教授）が担当しています。 とはLEえこのような現状は決して満 証システムの構築等でした。

そして部局から選出された委員による 足することができる也のではなく、いっそ 尾池総長にお仕えしたのは、2年半で

国際交流委員会を決定機関として位 うの教育の国際化の必要性を認識して した。総長の指示を適切に果たし得た

置づけ、その決定に基づいて活動を行 います。そとで私は就任後、「東アジア かについては自信がありませんロしかし

うとLEう仕組みになってLEます。私の仕 圃学生交流ワーキンググループJを設置 幸い新たな体制下で、あと2年理事を務

事は、平成17年度に策定された「京都 し、特に東アジア地域の大学との学生 めるととになりましたので、懸案事項の

大学国際戦略」の実施にあたり、全体 交流を活発化するための具体策の作 実現に向けて、いっそうの努力をする乙

の統括、調整、方向づけを行うのが中 成を進めました。まず、相手校と折衝し、 とが尾池体制の完成のためにも重要走

心的な業務でした。 学生の派遣と受け入れをまとめるプログ と考えています。

京都大学の国際交捕のこれまでの ラムオフィサー（仮称）の採用、フエローシ
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法人化前後の京都大学

元総務・人事・広報担当理事
元事務改草・社会連携・渉外（東京）担当理事

本門 政雄 ｜ほんままさお： l任期：平成16年4月1目～平成17年9月30目（総務・人事・広組担当理事として｝
I 平成17年10月1日～平成18年3月31日（事務改草・祉会連鋤・渉外（東京）担当理事として）

私は、2001年1月に京都大学事務局 教職員の非公務員化の方針が固まりま 総長選挙の1ヵ月後、尾池先生から呼

長として赴任しました。前任者から引継 した。乙の報告書を受けて、文科省にお ばれ、「法人化への移行をスムーズに進

ぎを受けたときは、京都大学に都合時3 いて具体的な立法作業が始まり、同時 めるため、引き続き京大に残ってほしい。

ヶ月もお世話になるとは夢にも思ってい に京大においても法人化を受けた大学 法人化後1年半の任期でお願LEしたい」

ませんでした。ちなみに、前任者の任期 のあり方について学内で議論が始まり と要請がありました。正直、私は、京大が

は2年に満たない短さでした。当時は、 ました。今から思うと、とのあたりから「Z 大好きで、先生方にも深い敬意を抱い

長尾虞先生が総長で、かねてから中教 れは京大勤務も長くなりそうだな・・・・・」 ていますが、一方で改革を進めようとす

審なEを通じて旧知の間柄でしたロ総長、 と感じ始めましたロぞれまでは、長尾総 る度に、京大の部局割拠主義・教授会

事務局長という関係で初めて話したのは、 長が01年9月の選挙で2期目2年の任期 自治、「自由の学風」の美名に隠れた

米国カリフォルニアで聞かれた京大フォ で再選され、総長から「自分が総長でい 学部教育の軽視、国際戦略の欠如、事

ーラムの場でした。食事をしながら、早速 る聞は補佐してほしL~J と言われていま 務職員の保守主義などの墜にぶつかっ

「東京に京大オフィスを設けて、情報発 したので、逆に長尾総長が退かれる時 ていて、自分の非力さを感じていたので、

信の拠点にしましょう」と提案したとごろ、 に自分も退任するものだと考えてLEました。 との要請を受けるべきかどうか本当に悩

すぐに賛成していただいたことを昨日の 2002年から03年は、他にもいろいろ みました。尾池先生の大学運営方針に

ととのように覚えてLEます。とのアイデアは、 ありましたが、何とLEっても法人化の準 ついてもよく分からず、残り少ない自分

半年後に東京有楽町にある帝国ホテル 備で多仕を極めた時期でした。とりわけ、 の職業人生の最後を京大に賭けるべ

のビジネス・センターに「京大オフィス」と 国立大学法人法が国会を通った03年 きかどうかずいぶん考えましたし、自分

して実現しました。 7月以降は、法人化後の組織・運営体制、 のような京大のあり方を抜本的に変え

しかし、長尾総長が最も頭を悩ませて 中期目標・計画、教職員人事制度、財務・ ないといけないと強く思い、妥協の少

いたのは、桂に建設中の第3キャンパス 会計制度、病院運営なEのあり方につ ない頑固者が尾泊先生とやっていけ

のことで、文部科学省から「全体計画が いての議論が本格化し、日常業務や法 るかどうか、結局迷惑をかける乙とにな

過大で、必要資金を集めようとL巧自己 人化とは直接関係のない改革努力を るのではないか心配しました。

努力が見られなp」としてストップがか 続けながら、こうした重要な議論に参加 結局、京大に残ることにしました。理

かっていました。第3キャンパスについて していたわけですから、忙しpのも無理 由は3つです。第1は、届池先生が私

は、総長補佐体制を強化し、懸案であっ はありません。 の「教員と職員を対等のパートナーとし

た半導体企業の（株）ロームからの建物 そうとうしているうちに、03年9月再び て考えていただけますか」という聞い

寄附の案件を進め、全体計画を3分の1 総長選挙がやってきました。この選挙の に「もちろんJと言っていただいたこと、

ほどを縮小した上で京都市の協力の下 結果、学生担当副学長の尾池和夫教 第2は、一緒にチームを組む理事や監

に縮小分を市に買い上げていただく話 授が総長に遷ばれました。着任は約3ヵ 事などの顔ぶれを聞いて、何とかやっ

をまとめ、8月には文科省のOKが出ましたロ 月後の12月16日で、私はとのあたりが退 ていけそうだと思ったとと、そして第3に

土岐憲三総長補佐（元工学研究科長）、 け際ではないかとひそかに考えていまし 「今乙乙で辞めたら、法人化という50年

松重和美工学研究科教授、川本企画 た。京大の事務局長クラスの本省の人 に一度の大改革を自ら実行することが

調整官には、との件で特に目覚ましい 事は、翌年の4月になる可能性が高い できる千載一遇のチャンスから逃げる乙

調整力、交渉力を発揮していただきました。 のですが、たとえ3～4ヶ月仕事のない官 とになる」と考えたからです。

2001年5月に、文科省から「国立大学 房付きになっても、法人化の最後の準 法人化に際して、京大は「事務局長」

の構造改革の方針」が発表され、既に 備は後任に謀って東京に戻ろうと考え 職を廃止するζとになりました。組織の

方針が決まっていた国立大学の法人 ていたのが本当のととろです。多感な 何たるかを理解しない教員の強い主張

化とともに、国立大学の大胆な統合・再 時期にある高校生、大学生の3人の娘 が通ったためですが、現実に縦割りの

編と第三者評価の義務化やCOEなど と息子、NPO活動で多忙を極める家族 理事分掌、事務組織の中では、数え切

競争原理の導入が打ち出されました。 のことも気にかかっており、法人化を超 れないほどの種類、レベルでの調整作

02年3月には、文科省の法人化に関す えて京大に残ればあと2～3年は東京に 業があり、従前は一番高いレベルでの

る調査協力者会議の報告書が出され、 帰れないと分かっていたからです。 調整の仕事を事務局長が行ってpました。
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そこで、理事の一人に「事務総合調整J 葉が力強くありました。こうした職員に 東京を往復する毎日でした。思い込み

の権限を与え、その任に私がつくとと 期待し、職員を育てようとLEう尾油先 が強く、時に強引に事を進めたとともあ

になりました。乙れに「総務、人事、広報、 生の姿勢は、任期期聞を通じて一貫し りましたが、尾池先生は常に私の考え

社会連携」という責任・役割が加わり ていました。本当にありがたいことだと を理解し、後ろ盾になり、励ましていた

ました。 いつも感じていました。 だきました。とりわけ、教員の無理解と

法人化直前の3月31日の夜10時過 法人化後1年半、理事としての仕事は、 保守的な事務職員の反対の前で難航

ぎまで過半数代表者と、就業規則と労 効率的で効果的、迅速な意思決定の した事務組織改革は、私の任期を特

使協定についての難しLh交渉を行い、 出来るガパナンス・システムの構築、教 別に半年間延長して、一応の形になる

何とか妥結に漕ぎつげて、電話で尾池 職員人事制度の抜本改革、職員組合 まで常にサポートしていただきました。と

総長に報告しました。「よくやっていた との労働条件改善を巡る交渉、事務 の改革が、長い眼で見れば京大の発

だきました。本当にご苦労様」と言って 改革・事務組織改革、新しいシステム 展の礎になると信じて孤立を恐れずに

いただき、苦労が報われた、頑張ってよ 下での職員採用なEに加え、国立大学 発言し、行動しましたが、時に自信が揺

かったと心から思いました。 協会の砂曙委員会委員長の仕事もあり、 らぐとともありました。そんな時も、尾池

法人化の目、幹部事務職員を集め また05年4月に有志と語らって設立した 総長は、部局長会議なE反対論、慎重

て緯長から「決意表明J~Pうか「訓示I 「国立大学マネジメント研究会Iの設 論のオンパレードの中で、難しい議論を

がありましたが、「職員に乙そ頑張って 立とマネジメントに関する革新事例を 捌き、取りまとめていただきました。尾池

ほしい。大学をよくするために、どんど 集めた月刊誌の刊行などボランティアの 総長がいなければ、改革は進まなかっ

ん提案をしてほしLE」という期待の言 仕事も加わって、毎週のように京都と たと思います。

印象に残る言葉

元総務・人事・広報担当理事

木谷雅人 I ii~平野年10月1日～平駒年7月2
私は平成17年10月1日；から2年9か月 人材を育てる事務改革の推進でしたが、 る理解と支援のネットワークを作る必要

余りlこわたって、尾油総長の下で、総務・ 総長がつねに大学職員の役割の重要 性カt高まっています。この点については、

人事・広報担当の理事を務めさせて 性を強調され、各種の職員研修から 総長はまさに先頭に立って様々な具体

いただきました。文部科学省で高等教 新採用職員募集のための説明会に 的なアイデアを出され、私はむしろ後か

育行政に携わっていたものの、初めて 至るまで気軽に出席していただいた らついて行く方が多かったというのが

の大学勤務でやや緊張気味だった私 のは大変心強いととでした。そして、 正直なととろです。「大学に窓を聞け

ですが、総長の軽妙酒脱な人柄に助 その際には［大学の中心は学生であり、 たい、数多くの様々 な窓を聞けたい」、「よ

けられ、気軽に率直な意見交換が行 職員には学生の名前を沢山覚えてほ きに付け悪しきに付け新聞や雑誌に記

われる毎週の役員懇談会にもすんな しp」、「仕事で迷ったときには学生に 事が出るとHPの訪問者数は著しく増

りと入って行けました。特に印象に残っ とってメリットがあるかどうかを判断基準 えるが、それをプラスに転じて京大の良

ているのは、総長の様々な場面での合 とすればよいJ、「職員は教員・学生・ さを知ってもらう工夫が必要だ」などの

蓄のある言葉？す。「京大の教育は『放 社会をつなぐ大切なインターフェイスで 言葉をよく覚えています。

任』ではなく手聞をかけた『放し飼い』 ある」、「目標管理で最も重要なのは白 最後に、尾池総長から私が最も感銘

で地鶏を育てるようなものだ」、「京大 己目標の自己管理であるJなどの基本 を受けたのは、京都大学、とりわけその

は大企業というよりは中小企業ないし 的な考え方を直草委語っていただきました。 学生に対する深い愛情とそれを大切

ペンチャー企業の連合体」、「富士山 次に大きな課題は、広報・社会連携 にする姿勢であり、大学人として基本

よりも八ヶ岳を目指す」なEというような、 活動や同窓会活動の推進です。法人 に置くべき乙とを改めて教えていただ

ウイットに富み、かつ本質をついた言葉 化後ますます大きくなった大学の説明 いた思いがします。

は枚挙にいとまがありません。 責任を果たすととはもとより、大学から ととに，bから感謝申し上げるとともに、

私に与えられた第1の課題は、法人 各方面のステークホルダーに対して積 今後もお元気で活躍されることを祈念

化後の大学経営を支える事務組織と 極的な情報発信を行い、大学に対す して、メッセージといたします。
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各界からのメッセージ 尾池総長を支えてきた方々

尾池総長との70日間

総務・人事・広報担当理事

大西珠枝 I：：完成語問日成22割問

私は平成20年7月23日から尾池総長

が9月30日に退任されるまでのちょうど70

日問、尾池総長の下で総務・人事・広報

担当の理事を務めさせていただきました。

着任前に文化庁文化財部長でした私が、

文教行政の中でも高等教育行政の経

験があまり多くないととを申し上げると、

かえってそのほうが今の京都大学の状

況がよく見えてよいし、あまり他のととにと

らわれず、思うようにやったらよろしい、と

励ましてくださったととは有難いととでしたロ

8月は休みが多く、また尾池総長も海

外出張等でお忙しく、9月までの聞の学

内の会議は少なかったのですが、総長

の軽妙かつソフトな語り口で、出席者の

意見も引き出しながら、しかし、時にキッ

パリとした議事運営で学内の案件を的

確に処理されている姿に、改めて国立

大学法人の最高責任者の重みとリーダ

ーシップを感じ、理事としての自らの職

責に思いを致しました。

特に広報では、尾池総長は大学を市

民に理解してもらうととが必要であり、市

民にわかる言葉で理解してもらって初

めて研究の成果が生まれると常に言っ

ておられました。例えば、京都大学と京

都精華大学の教職員・学生参加のマン

ガプロジェクトを立ち上げ、マンガによる

京都大学紹介冊子を作成したのも総長

の発案でした。9月に尾池総長・島本京

都精華大学学長の出席の下、「MANGA

Kyoto University」が記者発表された

翌日、各方面から本を分けてほしいとの

戸が寄せられました。

事務的に配布先を絞り、予算上限ら

れた部教を長くもたせようと考えていた

のですが、尾池総長からそれはおかし

いとお叱りをうけました。京都大学をこ

れまで気にしていなかった人たちにも関

心をもってもらうために、そして、ともすれ

ば難しいと思われている研究内容を学

生の力も借りてわかりやすく紹介しよう

として作った冊子なのだから、そんな「役

人的j考え方はやめるように、とロ私は

大いに反省し、早速欲しい方に配布す

るようにしました。尾池総長の社会に聞

かれた京都大学にしたい、というきめ細

かな配慮と熱意を痛感しました。

ご退任の9月初日には本部職員を代表

して、私から尾池総長にお礼の言葉を述

べさせていただきました。法人化前から

法人化後にわたる4年9ヶ月間の数々 の

業績を御紹介しながら、まさに激動の時

代の京都大学において、総長として数多

くの課題への対応に尽力され、それらを

乗り切ってとられたことを実感しました。

尾池先生、お疲れ様でした。私は10月

1日以降も総務・人事・広報担当理事とし

て勤めておりますので、尾池先生には今

後も京都大学の行事等にご参加いただき、

折に触れてご指導LEた泊すれば幸いです。

「吾行く道を吾は行なりJ一ご苦労様でした

元法務・安全管理担当理事

田中成明 ｜ 諜平占~~：.阿

尾泊総長のもとで法人化直後から1年

半理事を務めさせていただいたが、ぞれ

からもう3年余り経っており、かなり昔のと

とのように思われる。

我が家の近くの哲学の遭に、西田幾

多郎の歌碑がある。「人は人吾はわれ也

とにかくに吾行く道を吾は行なり 寸心」

という短歌が刻まれている。散歩の途中

でとの歌碑の前を通るとき、何人かの知

人のζとを思い浮かべるが、その一人が

尾池先生である。何かの機会にこの歌

碑が話題になったとき、先生が「あの短

歌は『自由の学風Jを諮る京大のモット

ーだ、自分色気に入っている」という趣

旨のととをおっしゃり、尾池総長の舵取

り振りを拝見していて、Iなるほど、そうかJ
と納得した記憶がある。

尾泊先生とは、同時期の部局長会議

のメンバーだったが、その聞に二人とも

病気でしばらく職務を離れるとLEう経験

をした。その当時のととについて、尾池

先生は、理学研究科の入試方針の説明

に対して私が「法以前の常識云々 」と言

って失礼なクレイムを付けたととを覚えて

おられて、公の場でも紹介されて恐縮し

た乙とがある。先生は、その後も、教育・学

生担当の副学長を務められ、総長に選

出され、京大の管理運営に引き続き尽

力されていたが、私は、尾池新総長が就

任された頃には、学外の仕事に仕殺され

ていたとともあって、京大の法人化対応

が具体的にEのように進められているの

か詳しpととは知らなかった。

法人化直前の1月末に突如尾池総長

から理事就任を要請され、困惑した。か

なり迷ったが、お引き受けしたのは、総長



が丁寧に説明下さった要請の趣旨に納 粛々 と対応すればよいという、クールな

得したζとが大きいが、私の健康不安の 姿勢をとられていたように見受けられた。

言い訳に、ご自分も依然として治療中だと、 京大らしい「吾行く道を吾は行なり」路

ニッコリと笑って障害者手帳を示された 線の堅持である。管理運営体制につい

ことも、お引き受けせざるを得ないと覚悟 ても、教育と研究、理系と文系のパラン

した理由である。俳句を詠まれる総長に スに配慮され、大規模な総合大学の多

「小雪舞い我が身の処し方ままならず」 様な分野からの意見やニーズを渡み上げ、

という駄句を添えて承諾のお返事をメイル その知恵や経験を活用するとLEう伝統

でお送りした。 的スタイルを基本的に踏襲され、全学的

法人化によって国立大学の管理運営 な意思決定や問題処理に関しても、現

方式が改変され、その対応のために大 場主義ということを強調され、全般的に

学本来の教育研究活動以外に多大の 部局・現場の意向・事情をできるだけ尊

エネルギーを費やすととを強いられ、京 重するボトムアップ方式を重視されていた。

大もその例外ではなかった。法人化後も、 尾池総長は、ハードなスケジュールを

大学の管理運蛍は課題山積で手探り 淡々 と、時にはパーフォーマンスを愉しま

状態が続くなかで、まずまず円滑に移行 れるかのように、こなしておられ、他人事

作業が進んだのは、もちろん、法人化対 ながら健康管理は大丈夫なのかと心配

応業務に直接携わった多くの教職員の することもあった。教育研究の環境整備・

尽力によるものであるけれども、尾池総 支援について万事積極的に取り組む

長の見識と的確な舵取りによるところも 必要を強調され、環境・安全問題や男

大きかったと思う。総長は、京大の「自 女共同参画など、強い関心をもっておら

由の学風」を継承発展させていくため れるテーマについては、具体的な方針

の環境整備・支援体制の強化拡充のき やアイデアまで示して指示を受けるとと

っかけとして活用できるものは活用するが、 もあった。日常的な管理運営については、

全体として法人化課題には過不足なく 基本的に役員会での検討をふまえて担

3年の任期を終えて

元法務・安全管理担当理事

中森喜彦 1：~~対話即日脚年9月30日

前任の田中成明理事の後を承けて、

平成17年10月から20年9月までの3年間、

法務・安全管理担当理事を務めました。

尾池総長の任期後半をお手伝いしたこ

とになります。法務・安全管理という仕事は、

大学の業務の中では側面支援的なもの

ですから、総長と会う機会はそれほE多く

はありません。案件の節目で総長の了解

を得ておかなければならないときに面会

を求めるとLEうことになります。

私が持ち込む案件は、性質上、総長の

職務から見れば中心的な重要性を持つ

ものではなく、日頃の関心の脇にあるもの

が多かったのではないかと恩われますが、

少し説明すると直ぐに理解していただき、

その都度的確な指示・判断をいただいた

と思っております。乙ちらの検討が不十分

で持ち帰らなければならなかったことはあ

って也、総長の同意が得られず困ったと

いうことはなく、担当者としては安心して

仕事をするととができ、実に有り難かった

と思っております。

安全管理の仕事は、法学研究科の者

には専門外のことであり、具体的な処理

は環境安全保健機構長などに全面的に

依存していましたが、課題が環境管理全

般といったところに及ぶようになり、平成

18年から大学にも環境報告書の作成が

当理事等に任せ、全体の方向づけと調

整をされるというスタイルだったが、重要

案件について部局長会議の議論が紛

糾したり、一部学生の異議申し立ての

ため構内整備事業が中断したりして、役

員会でも対応に苦慮して最終的に総長

の判断を仰がざるをえないケースもあった。

そのような場合、総長は、各部局の意向

や学生の意見をよく聴いて機が熟する

まで粘り強く待って判断する姿勢をとら

れることが多く、私のように短気な者に

はお付き合いしかねるとともあったが、結

果的には、ほとんε総長の判断で収拾

でき、状況判断の的確さには敬服せざ

るをえなかった。先生ご自身の「吾行く

道を吾は行なり」路放は、目配りの利い

た包容力のあるものであったように思う。

尾池先生、法人化前後の激変期の京

都大学の舵取りの任を無事終えられ、

本当にご苦労様でした。しばらくはゆっ

くり俳句などを詠まれながら地震の研究

をお続け下さい。次の句集を楽しみにし

ています。

義務づけられました。総長の知識や判断

の酒泉は私などには計りがたいものでし

たが、環境問題についても、総長には種々

のチャンネルがあるようで、環境報告書の

作成に当たっても度々 鋭い指摘を受けま

した。大学に環境税を創設するという提

案は、Eう処理したものか考えあぐねてい

ましたが、工学研究科の吉田治典先生な

Eが環境賦課金制度を作り上げて下さり、

代わりに責めを塞いで下さいました。

法務関係の職務では、教員制度に関

わる案件で、総長の強力なパックアップを

受けて乗り切る乙とができたことが何度か

ありました。残念なととiこ、3年の聞には、
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教員の懲戒に関わる案件が何度も生じ、

度重なるにつれて気の重い問題にな

りました。総長には、乙の関係でも、相談

の度に、基本を揺るがせにしない的確

な指示・判断をいただきましたが、任期

の最後に生じた案件では、現実の障害

を突き崩すことができず、総長の意に

即した処理をするととができないままに

尾池総長を支えてきた方々

終わって、申し訳ない結果になりました。

法学の人聞は、概して、他に率先し

て何事かをなすとL司った乙とは得意で

なく、総長には、事が恩うように進まな

いと感じられる乙とが多かったかも知れ

ません。また、総長の任期前半の理事

が総じて紳士的な方々であったように

見えるのに対して、後半の7人には個

ボトムアップのトップダウン

元財務・情報基盤担当理事

辻文三 I ~~：；；~~

それぞれの大学には設立の理念が る可能性が高いです）。尾池総長の

あり、とれが案外有効に作用している 表現力の豊かさにはいつも感心させ

ことに、馬齢を重ねた最近気がつきま られましたが、そのときも、なんとうまい

した。私が京都大学を含めて、歴史的 本質をついた表現だろうと思いました。

背景が異なる3つの大学教員を経験 国立大学法人への準備では、法人化

してのことですロ京都大学での最初 まで僅か311月半しか残されていない

の経験は、着任後4年目で、全学共通 時期の総長補佐として、私は、大学評

教育に関係する会議の座長を仰せ 価・桂キャンパス・情報基盤担当を命

つかったときのごとでした。それまでに じられましたが、それ以外に、財務制

在籍していた大学では、座長たるものは、 度WGと人事制度WGの座長も命じら

予め十分な準備を重ねて原案を作成 れました。桂キャンパスのとと以外は、

しておき、出来るだけスムーズに会議 建築構造学の実験屋である私にはま

を運営し、結論を導かねばならない、 ったく縁のない世界ばかりでした。とり

と考えられていました。また、そのよう わけふたつの財務と人事のWGの運

に導かれた結論について、大多数の 営は、尾池総長の言葉がなければ、と

教員は特に異論を唱えるとともありま ても務まらなかったと思っています。

せんでした。そのような物事の進め方 人事制度にしても、財務制度にしても、

に慣れていた私は、初めての全学の 法人化後の大学の教育研究の根幹

会議の座長として、張り切って原案を に関わることばかりであり、WGでの委

作成し、会議に提示しましたが、結果 員の先生方の意見も熱気を帯び、そ

は惨めなものでした。自学自習という れぞれ十数回に及ぶ会識を開催しま

教育理念と自由の学風という研究理 したが、毎回白熱した議論が戦わされ

念を持つ本学で、最初から座長がこ ました。そのような中で、落ち着いた顔

れでEうか、というような会識運営が をして、よく座長席に座っておれるも

成り立つはずはなかったのです。自 のだ、と同僚の総長補佐の先生から

由の学風の意味の重さをあらためて 言われたととがあります。実際には、

認識させられた会議でした。 落ち著いたとは正反対の心境でしたが、

尾池先生が、総長に選出された最 ともかく委員の先生方の意見をよく聴

初の挨拶で、京都大学総長のリーダ くととと、それらの議論を集約した専門

ーシップとは、ボトムアップのトップダウ 委員の先生方や事務局の方々の取

ンである、とおっしゃいました（私が勝 りまとめに従う、という姿勢を通す以外

手に自分の拙い表現に置き換えてい に出来ることはなかったのです。法人

性の強い人聞が多かったようにも思われ、

総長職の本来的な困難に、さらに無用

の気苦労が付け加わったかも知れま

せん。今はそのような負担がなくなって、

大いに研究生活を楽しんでいただける

ごとを祈っております。

化への準備は3月31日の深夜近くな

って、過半数代表者との話し合いが

終了してようやく終わりました。

国立大学法人になってからは、財務・

情報基盤と、桂キャンパス担当理事を

仰せつかりました。私は自分の専門に

近い施設を担当したいとお願いした

のですが、財務をとpうことになりました。

とれも本学の伝統的な考え方による

尾池総長のご指示だと思い、納得しま

した。理事・副学長としての1年半は

あっとpう閣でした。法人化の前に立

てていた基本方針を現実に移してい

く中で、様々な問題が浮かび上がって

きました。財務委員会、情報基盤委員

会を開催するだけでは処理不可能な

専門性の高い問題も多く、問題ごとに

TFやWGを立ち上げて原案を検討す

ることにしました。研究科長の先生方

にお願いして、専門委員の先生方を

推薦していただきましたが、いずれも

すばらしい能力をお持ちの先生方ば

かりで、あらゆる分野に卓抜した教員

を擁している京都大学の懐の広さに

あらためて感動いたしました。私はと

いえば、尾池総長のお言葉である「ポ

トムアップのトップダウン」の前半のみ

を念頭に、一生懸命努めた1年半であ

りました。支えて下さいました、多くの

すばらしい先生方にあらためて深甚

なる感謝の意を表させていただきます。



変わる京大、変わらない京大一学者の商法一

元病院担当理事

佐古伊康 l 品：~~；：~4Fl18～平成叩胸日

国立大学法人化への撤動の前後を 埋めることにある。学外者の指摘が学 では患者である。顧客満足度が重視さ

激変緩和させながら舵取りされた尾池 内者に心地よく響くようでは、その存在 れる社会では、大学色例外ではない。

和夫総長には、法人の基礎固めをされ 意義はない。部外者に対して排他的で たとえば、新しp卒後臨床研修制度は、

て、無事任期満了されたととを心からお あるのは組織人の通弊である。大学本 大学人が国民の要望に応えなかった

慶び申し上げます。実は、総長があの 部ならびに担当理事と病院との関係は 結果である。

柔和な笑顔の裏で、ストレスを爆発させ 暖昧なままで推移していたが、法人化 「わが国の高等教育の将来像Jと
ずに抑制し続けることが心血管に及ぼ の1年半後に、総長のお骨折りによって 題する中教審の答申では、高等教育

すリスクを、医師として心配してpました。 ようやく組織図として明確化された。 機関に国際的な研究教育、高度専門

京都大学理事の任期満了に当たっ ・大学の使命と病院経営 職業人養成、総合的教養教育なEの
て抱いたこの雑感・私見が、その後の 縮小均衡と拡大均衡の舵取りは難 多様な機能を示し、楼み分けを促して

改革によって現状と異なる場合はお許 しい。京大では、毎年減額される効率 いる。医師の卒後研修への対応には、

し願います。 化係数相当額は、人件費と定員管理 初期臨床研修、後期専門研修、臨床

．意思決定メカニズム に当てられるので、定員削減による教育・ 大学院への調和のとれた選択と集中、

筆者は、京大本部では、外部理事（病 研究面での懸念がある。とくに、京大 市中医痕機関との連携と機能分担等で、

院担当）として毎週月曜日午後の役員 病院の助手（助教）不足は、労働基準 過去の反省に基づく京大の独自性が

会に加わるとともに、その他の重要な学 法に抵触しかねない喫緊の課題である。 期待される。臨床研究では従来通り

内会議である経営協議会、教育研究 財務面では、京大の特色を出すべき の京大らしさの継承と更なる発展が期

評議会、部局長会議、研究科長部会 医撮機器や施設の先行投資が厳しく、 侍される。

等のメンバーとして列席した。京大病 それだけに、外部資金の確保、物件費 大学の健全経営は、教育と研究を

院では、毎週月曜日の早朝に開催され と人件費の壁の柔軟性、特定有期雇 推進する糧である。政府調達制度や

る執行部会議等に加わった。しかし、筆 用教員、学内貸し付制度等について、 経首改善係数は全大学共通の外敵な

者の身分が外部理事枠、給与・賞与が 戦略的判断が必要になる。 がら、経営上の真の敵は構成員の意識、

勤務日数割なるがゆえに、HPその他で 大学の使命である教育と研究は医 縦割り組織と業務効率などの組織内

は非常勤理事として記載され、大学に 学部も他学部も変わらないが、診療薬 にある。

随時出勤する気楽な役員と理解する 務は部外者には見え難い。大学の総 法人化では、教育・研究の長である

人が少なくなかった。とれには総長も理 経費に占める病院の割合は大きく、病 学長が経営のトップである理事長を兼

解を示され、人事部に外部理事と表記 院がくしゃみをすれば大学が風邪を引く。 ねる。異質の二つの重責を担うには超

するととを提案されたが変更はなかった。 医師の管理職手当対象者が病院長だ 人的な能力が求められる。大学の自治

大学の意思決定は過程が複雑で時 けという事務原案を、副院長にも広げて の名のもとで選出された学長や病院

聞がかかりすぎる。旧法時代の法人化 頂いた。乙れは、病院業務の実態が部 長が強力な指導力を発揮するには、構

対応が遅滞しており、理事会は規定の 外者には見え難い証左のひとつであろう。 造的・組織的な課題が内在する。教育・

見直しなどの制度設計で翻弄され、そ 大学で行われる医療のすべてが先 研究上の京大の自由の学風は尊重さ

の重要な役割である企画・戦略の時間 端先進医療や特殊医療ではない。同 れるべきであるが、経営上の責任なき

が殆どなかった。とくに、組織（部局）横 床異夢の縦割り組織人は、集団として 自由は自滅の道である。多様性の遠

断的な視点で機器購入、人事・組織を つまらないととを真面目にやり、誰にでも 心力と求心力を調整する執行部の舵

見直す必要性、病院経営の課題等を 出来ることを人並みにやる習性が乏しい。 取りは容易でない。

議論する共通の場はなく、制度の適用 大学の美名の下でまかり通る論理にメ 心が変われば、人、仕事、そして組

と実践には残された課題が少なくない。 スを入れ、大学でしか出来ない医療と 臓が連鎖的に変わる。お役人気質が

組職上の病院の位置付けが医学部 市中病院でも行われてLhる医痕とに峻 蔓延する事務部門では、組織改革・人

附属か大学直属かは、それぞれに一長 別して、部門別（診療科別・医療行為別） 事考課制度は人の心を変える手段に

一短があり現在も議論の対象になって コスト計算などの経醤分析に基づくヒト・ なる。変革期の組織には、目的意識を

いる。経営協議会や理事に学外者の カネ・モノの見直しと配分が望まれる。 持って職員との聞で双方向の意思疎

任用が求められているが、その役割は ・京大らしい改革に必要なもの 通を図り、積極的な提案と的確な統率

大学の常識と社会の常識のギャップを 大学の顧客は、教育では学生、診療 を行う先見性と状況判断能力を備えた
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リーダーが、従来にもまして求められて

いる。しかし、職員の意識改革には時

聞を要する。決断するのはトップの責

任であり、その具現に努めるのは部下

の責任である。トップのリーダーシップに

は、サブリーダーの力量が問われている0

・さらなる変革と飛躍を期待

“教育と研究”では変わらない京大、

わたくしの財産
元総長特別顧問
監事

尾池総長を支えてきた方々

“経営”では変わる京大を期待している。

法人の安定飛行には、意思決定メカ

ニズムと責任の明確化、自由と責任に

基づく自律と効率化等の再点検が急

がれる。あらゆる職種・職階の大学職

員が、覚醒して意識清明になるまでの

過程では、強い痛み刺激が必要かも

知れないロ大学の使命は社会貢献で

平井紀夫 1 ~均五七日立鑓：；：；~~ ~＝＝~~~~聞と凶
京都大学の国立大学法人への移行 その原理、原則を応用して企業の現象

に伴い、京都大学の運営に民間企業の についても理解ができるものなのか。JI研
経験を活かしたいとLEう尾池総長の意 究を極めるとはそのようなものか。Jと納
向から、平成16年4月より平成20年3月ま 得したととを思い出します。

で総長特別顧問として、京都大学の人 二つ目は、やはり地震に関するζとです。

事改革および事務改輩に関して総長お 何度か地震の話を聞かせていただき、著

よぴ担当理事に意見を申し上げてきました。 書も拝見しましたが、活断層や地震観測

さらに、平成20年4月より監事に就任し、 や地震に付帯するととなどを聴けば聴く

監事の立場で京都大学の業務全般の ほど、何時身近に大地震が起きても不思

執行状況を監査してきました。 議ではないとLEうととが分かりました。乙の

4年半にわたり、尾池総長には定期 ことを盲接確認すると「そのとおりですよJ
的にミーティングの時聞を持っていただき、 という答えでした。その後出版された著書

民間企業の実情と人事・事務改革に関 で次のように記されています。「西南日本

する提言や監事としての意見なe~hろ は1995年、本格的な地震活動期に入っ

いろとお話をしてきました。 たと考えられます。東北日本では、すでに

尾池総長とのお話を通じていくつか 地震活動治鴇郎、ています。…・・乙のように、

のことが思い出されます。 日本列島の各地で地震活動期が重なっ

一つ目は、民間企業の経験に関する てきて、しばらく静かだった日本列島全体

ととです。尾池総長は民間企業の経験 でこれから地震活動期が続きます。四つ

をされておらず、民間企業の状況を理 のプレートが押しよせてできた日本列島に

解されていないと考えていたのですが、 住む以上、大地震がいつ起とってもpp

尾池総長との対話を通じて民間企業の ように十分備えておいてほしいと恩いま

状況をよく理解されているように感じま す。」（『活動期に入った地震列島』 尾

したので、「Eうして経験されていない民 池和夫著岩漉書店 78、79P)

間企業の状況が理解できるのですか。」 阪神・淡路大震災から十数年を経て、

と質問いたしました。との質問に対して、 東南海地震や南海地震などのととを耳

「研究者であり、民間企業のととは類推 にしながらも、身近に大地震が起きると

するしかないが、自分の研究を極めてい pう感覚が薄れていたのですが、最近

けば、そのようなことも可能なのですよ。」 は「今地震が起こったら・....Jと考える
という答えでした。「研究を極めるとは、 ようになり、少しは地震に対する理解と

研究を通じて原理、原則を見つけ出し、 心構えができ、我が家の地震対策も進

あり、法人には社会的説明責任がある。

今後、オンリーワンの京大として更なる

変革と発展を期待している。

最後に、尾池和夫前総長には

succe姐 tl唱ingに向けてご自愛のうえ、

ご健勝を祈念します。

めることができました。

三つ目は、蜘妹に関するととです。尾

池総長と打ち合わせの後、『クモはなぜ

糸から落ちないのか』という書籍（大崎

茂芳著 PHP新書）を読んだことがありま

すかと質問されました。当然のように「い

いえ。読んでいません。」と答えたのです

が、その後との言葉が耳に残り、その書

籍を読んでみました。との書籍を通じて

蜘妹の生態に人間の「安全性」と「信頼

性Jの解が潜んでいることを知ることが

できました。つまり、「社会生活における

刺激と応答の関係でも、線形関係が成

立すれば信頼でき、非極形関係しか成

立しなければ、信頼するととはできない

のである。」（136P）、「人々 が将来にわ

たって信頼できる道を歩みたい場合、変

化する状況に合わせて自己の線形的行

動ができるように努力すればよい」（197P)

と記されていたの？す。との書籍を通じて、

人聞にとって有益な知恵が自然の中に

たくさん存在し、それを活用すれば社会

の問題解決も可能であることを知りました。

また、研究者の具体的な姿を垣間見ると

ともに「地震を研究しているが、民間企

業のととも理解できる。Jと答えられたとと
がようやく理解できたのです。

乙れらは尾池総長との対話を通じて学

んだことの一部分ですが、尾池総長との

対話を通じて多くのことを楽しく学んだこ

とは、私の貴重な財産になっています。



「海の視点」と監事活動

元監事

原 潔 ｜はら叫
佳期：平成16年4月1日～平成20年3月31日

尾泊先生に初めてお目にかかったのは、

国立大学の法人化が始まる約1ヶ月前の

平成16年3月初め、4月1日からの監事就

任に伴うご挨拶のためであった。その当

時は、国立大学法人における監事の役

割が自分の中ではっきりしていない時で

あったが、先生は、海の視点で大学をみ

てほしいといわれたのが印象的であった。

それまで神戸商船大学に学び、教員、学

長として勤務した自分にとって「海の視点」

とは何か、「陸の視点Jとの遣いは何な

のかを改めて考える機会になった。長年

同じ社会で過ごすとその特色が見えにく

くなるといわれるように、それまで「海の

視点」をあまり意識しないで仕事をしてき

たが、海洋という自然の中で人間活動を

するために、海の生活には陸の生活以

上に自然の脅威に対応し、限られた居住

環境で活動するための規律や規範が伝

統的に継承されているζと、つまりリスク

管理が徹底していることを改めて意識した。

先生もとのととを期待されているのだと

感じた。届泊先生は、松本新総長との受

代式でのご挨拶の中で、就任時に大学

の危機に際してまず何を守るべきかを考

えたと述べられていたが、当時色同じ思い

で「海の視点」という言葉で私への期待

を述べられたのだと改めて感じた。

リスク管理は、いわゆる計画（Plan）、

実行（Do）、検証（Ch民ω、改善(Action)

のPDCAサイクルを個人レぺルから組識

レベルまで徹底するととである。特に船上

では、陸上での仕事に比べて安全にかか

わる事項の検証（点検）と改普の過程は、

より徹底して行われる。4年間の私の監事

業務の中でもこのことを常に視点に置き

ながら監査をし、その結果に基づいて尾泊

先生に様々 な意見を監事報告書として述

べてきた。先生の期待された監事監査が

できたかどうかは定かではないが、報告に

伺うたびに予定時聞を超えて先生と学内

外の状況について話し合うことができた

のは、私にとって充実した経験であった。

先生は、また大学業務のフィールドに

初代非常勤監事として

元監事

佐伯照道 l諒i~~：~4即日脚同月間

平成16年4月1日付で監事の通知書をも 事の原潔さんと監事としてどんなスタンス

らったが、既に、国立大学法人法施行後約 でどのような監査業務をしていくかについ

半年も経過しているにも拘らず、通知書の て大いに議論するとととなった。

差出人は「任命権者京都大学総長尾池 最初の仕事は「国立大学法人京都大学

和夫」と表記してあった。 監事監査規程lの案づくりから始まった。規
法律の規定では、監事の任命権者は文 程の制定自体は総長裁定によるので、次に

部科学大臣の筈である。同日付で大臣の 学内の実施検分を経て、第1年度の「監事

任命書も届いていた。任命権者との関係 監査計画」を策定し、乙れにより順次監査を

でいえば、捻長と監事は「同格」である。こ 実施したのであるが、大部分の事実調査及

んなことでも、大学法人発足後の温乱が ぴ事情聴取は原監事が「監事監査対応プ

感じられた。 ロジェクトチーム」のサポートを得て行われた

先例のない中で、就任直後から常勤監 ので、非常勤監事としては、とれらの内容を

着目し、キャンパスミーティングで学生と、

ランチタイムミーティングでは若手教員と懇

談され、現場での課題を把握するのに努

力されていた。この視点は、監事業務にも

共通するので何度かご一緒させていただ

いた。また大学活動の透明性を確保する

ために、広報、公開にも尽力された。その

一環として監査報告書を学内外へ全面

的に公開することを積極的に推奨され、結

果として監事監査を通じて京都大学の業

務の透明性を推進するのにそれなりに貢

献でき、国立大学法人における監事監査

の一つのパターンと認知されたのは、関わ

った監事の一人としてうれしいことであった。

航海は、目的潜ヘ途上の荒天のリスク

や使える資額を考慮して最適航路を選択

しながら航行する。とれからの大学にとっ

て自然環境以上に、短期間に厳しくなると

予想される社会環境下で、京都大学が、

地球社会の調和のある発展に寄与する

目的に向けてI学問の海」を順調に航行

するととを祈念してL唱。

事後的にフォローして検討するのみであった。

神戸商船大学最後の学長を務められて、

京都大学の常勤監事に就任された原潔さ

んは、素晴しい監事監査業務を4年聞に亘

って進有された。監事報告書を読むのが

楽しみである、と言われた経営協議会委員

すらおられたくらいであった。

尾池総長はじめ副学長の皆様方の能

力識見そして人柄を間近にみせてもらい、

担当職員のご支援とご協力によって、大学

法人の立ち上げ直後の4年聞を楽しく見学

（監査？）させてもらったととを感謝しています。
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柔軟で壮大な尾池構想
.働対事＆1128Sf大学園受.に闘する，幡j鋼印

XI:書11!1.lt議術大学賞t!M

中西 進
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書fl!>うともミうとと都？＊：. パ2はよE学研究事時だけ芳からfノイズj 懲を4直したい．
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各界からのメッセージ ・協定締結婚の総長学長

伝統の継承と
変革の推進のパートナーとして
••1a:制·.1110関崎自鵬カに町何怠本鱒怠町周期
..  滞納胡25Br＊，鎗館曹に怠tt易大·＊•，ゑ袋.にa守帯慾lf•JI目印

棉回大娘細白井克彦
京獅大学主本学主主、制梓4月、大学

聞の匂括協定金締鎗L、これまで研努・
鉱曹、費学官讐a·イノベ四~，.：.－創出、箇

際業減専の分努にお竃まして‘相互に害ま
ざま畠遂事陣織力量行ってまも吻生した．

連... カの.初のプロジェ？H：して
鎗紘まI,,~＜が1-0-ナイル〉り共倒隠鋳t.t.
喧の唱眠、9善治活〈プル唱ナ－（JV＞、新ビー

ル〈ルピーナイk＞の鰐発、原克へk続曹、
演.a~•係省守本学界磁のヨーたちに：＊
鐙綬携を得ており車す．家学とし卑して、

H暗号詳の知の備会いがとのような形で総
統鈎に栓会・l:il元で電器とと告、大変容

札〈患っております．

制移7}Jには車軸I立~鴻毎記念

穆者開会として篤鴻n•~~の対由民が実
演し、関学の脂にflIまらず、日本の高等

fkl町会停の発展!:Bili置について111愈に
黛見交換をす事己主伊曹曹草した．

f自由の学民jを~ーとしながらも、時
代に：ii~た携帯を強泌する怠務大学に
は本学在失渇する錫分が多いと主告鶏.. 

いたしました．また湾総.’陸袋の書量T’Eこ
測しての市E・見識l;:i層面食る敏脊錫』こは
お蒸けでなく、参加した!t'~t大いに車j
激牽受け土ととと将司3ます．
害事1：：..糊7年12局、京都大学、縮.＊

学、民...大学と~の4大＂＇~車、大
学院学生の安調ltl育研究慣での稿互

協力の復調ll:~宛＊期障のJ!まる向上に

寄与するべ〈、大学繍獄事宮におけ事大学

問学金交21•愈を錦織しまし会．
とのように京都大学k本.!)ll章、さまざま

者交溌毒遺して、飯事Fの持組みにと与お

放射線科学に関する連携協定
••18fl.10.J.12a 11費究、徹宵』EぴE・の歯車カIこ.....~.定調’J•隊

問醐地 欄 柑 制 扇 み米倉義晴
車畿大学拡‘その自由町逮怠気働の色とに

J＜の紛込先人柄噂畠して量先Aい伝統

が轟申奮す，JI：泡先生は、ま書にその京銀大

和気時代議す櫨酷しτ鰍鳩岳

副院ぃτ・.：：.；れまし1佐．国立大字の法Aitとい
鴻調胸中で．総お止金百にわて国立大

学の厳しい獲曾tfiってと§れたと邑1：様〈

徹制捜し討．

京都大学滋糊脚縁側究所（総

研｝獄、滋.，様税－！）＼に衡す器研究、a曹、医
織の包括的な連お寄港め毒自臨力協定•. 創闘噂

年10.月に鋪絡しました．λ援が•41•曹司E

•111に利用L始めてt惨事百年余号.31曾お

のを会同時樹齢蝦ft，跡事攻す
織却す轟k予怒されTいます．縛に医織の

分野で娘、象射線の』1111なしには現代医学
帽柿制時州、宮れ鱒大学成、

•1:21>億総初.から放at•車時1'1置鎗1ζ持

いてbが餌のみな；'fft世界の磁流拠点l:し

ての役割を集~t;τとSれまし＇＊＇•ー方、D

研It昭和惨年の祭主脳来、滋樹鎌安全・W’tll李朝用1:119f>轟明党壷ffヲて曹富した．
今後の放射線軒学1こ求めちれているのは、

医学・!t•鋤学かち鋳型（·it$·工学まで怨合

判勝、輔輔突であり川崎成す

るためには祭最高鍋績の噂拘僚の.カが不

可欠？す．商機関の，sヵ·~の締輔It、ま

さにそのlflRAlt!:tl轟貧認なlfl来事でした．
笥立大学や目立積禽・聞の添人ftによ

ヮて、効単位を強＊す轟轟ま弘Hと~·轟貴島

滋~·研究が－~そかに寄れ革のでtttい•ti>/;:

い号畿念が揃鎗事れています．象at•薦議

の様剣においても、最先織の感禽議畿や加

議磁の腸予告ttl!：が鵬’U：：浴び晶申守、その，＿.

鐙を支える議礎磁測をしヲか悦5買えてい〈と
／；：~.~の奥IIを生む銀撤カにな~t:：磯信し

れti;い自衡な鍛型車・研究の康男·~向け~
取り緩みをffってまいりました．とれ与が
翁実証書官過をみるととが鴨ました務策1：、

Jg治..袋のお人柄と強力~tJ－ダhシ

ヲプが串。たととは主主うまでも皐りません．

そのご尽力1：多大量る線衡をしてお号tす．

湾機...のとれか島のど滋織と健

康を折念す~l:l:もに、E証書事大学.-JI.’Eし
い明暗ダ閣のもと、日本、母しτ世界で＇31!
怠る・'IU離をされ6とと‘また本学がと患に
智駐車t-lS到ーするパ田島ナーkして今後患

切...で曹轟とと巻、大いに期待して

おります．

長年、畠切喰うございました＂t>より.

衝恥晶納付．

てい奮す．馬油絵生の鳴かいと安穏によヲて、

糊』こそのStll!が蜘舗がっつ舗ととをう

れし〈縫います・＂＇個人に k。ては、母校で＇6
甚大学と研究・！}J・~を締結させτいただ

いたと主は何よりの識かa，た．
鋭射舗を貌稀a自に.f!JJUす轟朱来社会1：お

いて、人々 が鍵鷲で安全に安心して湯島ぜ暮

笹倉奇像、τti'＜悩泌うすすもぱおゆ、その

＂えを明らかにす事 1:！：がまめ品れています．

喜劇肱按僻糊し場開憎搬震

の関F訟法令て、放射接寄初安全令布婚に
噛JIUする滋がlfiかれつつ晶ります.A灘がと

の鋤縛な灘』Uit'金主：.flいl:/l:して、‘＜1：紙、

最先織の研究を支え轟書店縫危努力が必要で

事弘薦.聞の濃.量輸1:E圏内.n1::i11t器研
究協力制闘蛾広務感〆京、昔ltl史跡＊れ



京都の伝統と魅力を活かした
産学連携推進
.ip:a，縛8.IJ制 f満⑤繍－に耐6遺制定明書j”Ell
独立行政iii人病拳捻術援興．繍鳳間

平成：坪2月、園立大輸入制度峨

_2t,,τ聞も章い層圏、験主fil量桧入済学技
術録興嶋構(JST)fll主：•むτ、京都で、連E

Lii:元文節務学大室、湾檎鎗a寄はむめ、各
大学の鎗占E，学長討ごど品目~I決If!,将、f国

立大学削減糾うとしてい轟のかH：の

須田Eのt山首妙守ム•n備しました．尾治.
義者L防潟大学除、伽吾、白歯車雰沼気

の下、鹿争議舗をやって曽fl:，京大の遭い
ととろは変え.~いで、厳しい組皮の下で、自

発的に、緩いなタイルの.. 学連衝を滋ゆ

たい，J！：仰いました．
JSDI、らみるとR修大学との関係は、全

国の大学の同併でも、鎌も長〈濃く円滑に•. 
移してtました.f＜の先生に、E龍ATO、

CRお初、書1脚げ等のJ釘唱~.，，.ン冷ど別

館いた曲、毎〈梢成援をが円いた溜

ました．時年制降、大曹取緩書店になっている山

中体職金1こ糊端初概紺駅

畠燃す．

沖村憲樹
応rt'l:t‘鎗絡線学貌衡の織典奇犠怠R
政歳出掛－~その糊険大学．帥骨L
企織の将学技鎌録”’‘繁嘩幾子になって

説ていとうk努力しております．平鎗1伴、
旗揚にも、Ji(＇錦大学工学修畿キマンノ伐の

正面にイノベ叩シゲJプ予ザ京都喪uして、

. .，大学卒接金による犠初のベン乎ャゴk
~－制齢滞緩織融会長ω蛸誠二
元京都大学銭授緩減免生を鎗鰍::ii迎え

して、京事gの・≫・キに験sーにな。ていた貴島々、

産学連携活織をIll始しました．
とれを織禽に、馬減免生.1:1）時~·四クヲプ

をと。ていた税、1¥-禽診絢月！こぶ鮮大学、
京都市J錦、守、「京都の厳力量創遣し、相

互l:J凶’libして各‘の事時学鈴敏娯9時総
鍍金属関LょうJ ！：：の•itを翁ぱぜていた
瑚ました..伽削除‘榔組、桝本

京都市袋｛当時｝、縦場鎗鎗袋、a波書官4軍
備f＜の»が'C~島席にな号、天海曾二条織

鴻鴻園内議場事r.:l届いて、指司Eらしい獲量E

京都市・京都大学・JSTの連携協定締結
••1緋a胸関f務~·”に闘する泡鵬~•JllEll

鰍術祭桝 本頼兼
京事情f志、1200年暑超える墨ll!の＂＇で、

先人たちが愈自白した知的資直の著者が

文化の盤かさとなり、...こ飾轟ペき文

化財海 齢制．醜明批Ml
工夫』ニよ号、4量々 なものづ〈りへと継承書

れております．

また、京都依AHの大学が翁捜し「大
学のまちe京税比しての’E健在有してお
ります．主りわけ、E実務大学におかれまし

ては多織な研然活費臥人材脅威．栓会

進4ーなど軍首都のまちづ〈智に・＊瞳〈貢献
してい会だも‘ており、乎成ll'Pt.:l:t京都

市の誠致喪主聾捕まえ「京総大学齢

ャンパ昆JCO厳酷粛航てい蹴倒した．

3開市泳~御大学の樹、た学術研

先成泉を活用した草野厳.の・1141在留る
ため、考の験鯵触を抵w••水織のf知
rtJ.滋黛禽飽鍵点J！：す秒、〈、平成l4'P
tζr51.1ベーシヲシパ4構想lを策定し、

縦議媛備に耳防組ん·~りました．その

絡揮L狼立行政法人科学技縦鋲典鶏相障

の嶋r-fノベーシ＇!1~プW旗揚Jをはお揖入

園鵬首患のベンチ々ー支援泌総••J.fl塩開
発鐙企織の集積が図られ、京都織誠に

おげる務教貌術銀典の中唱l！：：して．京畿
の鎗跡こ大量〈等与す事とととなりました．

出した状況の枇、平成抑制月、京

畿大雪止と滋~f苦政法人科学後者E緩貝

検除波布市との糟による務学技術振

興こ濁する鯵蹄締結z、たほしたととは

毒剤町めなが串、テレビもλ号、華.かに仔わ

れましふその感、京都大学弁Ill重量級銀

(!) r:超高郷倣軒高入:JJ~軒す』緬

aお桝強~シ2テムへのJO.周J研究成集

が紹介され、ヱ袋線網絵司nt•の貧貧;Q:
文化.Itの巌像寄持.Itで曹たのも働かしい.
い織で畠ります．

との•itの滞•Ji!IごJ::哲、更に－•Jsw.>
.，，.，ンJI!：.：：＇協力ilW（も喝のは勿諭のこと、
1叙浄らの＃f早大学への般学灘－係喰

員中弱気の宇都－~職員の議途．イノベ日シ

芯シプヲザにおけ事政•＜のプ担ジ.x~•の織

遣が円滑に仔われて、多〈の成祭を畠げつ

つ轟りtす．とすも晶、思泊先生の俊滋して〈
ださった態学遺書，..の婦で事層、•＜•

II申し上げ肘，4織と色、＃II酬！こおrt
事産学遺書障にご尽会下さいますよう心.t.IJ
*ii跡、恥必殺す．

ζ械での渓携を今繊細的叫醐し、

総務機君臨・エキ.~ギイ制服への対処なE、

21世紀の広穏なニ－'A：対11¥iした、占量
発車曜の学術研掬成煮の社会還元』こ弾

制 Wくもの捕者ーしております．

京都市崎いても、E婦のおっ強み

を生かした治議ク守;i:~トの形成に向け、

厳学公述畿の下、金カを傾注していると

とろで晶り、今後と晶、重｛.大学告はt;ltl

，〈の方々からの傷骨量カ.....置いIf!し
上げます．

44 
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各界からのメッセージ ・協定締結婚の総長学長

家事事大学の徳島4代曽義主して、およ

そ多年lGゲl'Hごわたってt:•活•1きれ寵し

たJI鴻和夫先生の、重量~－＇＂＇翁』揮

に貢献語れたどlll•eご尽力に貴重し、

心J:曹司監獄を表するとkもに、議んで理署

’置の買Eを表すQ次第で串ります．

11W7年に愈厳司Eれ：／：；JI:＇書事大学f私自

由の学処暑貧んじ多般の有為な人材

を到＇~臨し、＆W守$有費量の実績と伝統

を鈴晶国立大学ですが、私立大学の威

厳幾重＆eの学混在』品”しますと、国立
とゑ立、関西k湖東討、う澱君臨の遣い

を溺l"C、自玄狐)tの粉事事が底.とい

うAJ患のd置が多々 認めちれますeとの

ためか、かねてより鎖々 の研究者の閣

ではい〈つもの逮伽噌航ちれ、さまざ

まな成集が線療事れているととろです．

とういった志穂のもとに、京都大学と

緩怠..，草、平·RU鮮~JJ•こf逮a•

~Iこ慣置するお本語草宏司IJl陸軍Eわし·＂＇

成m年11月には国内外関わず後れ合

医務＂の窃世htを渓泌す~··梅田i"f

3置を京都大学のl.lilロ恋文樹I謂 4詳
し、乎成~事12月には.r1il回... 

塗大学・京事曜大学 連揚鷲念シシ嘩トア

ウムJを鱒備す・.§なE、医学、経済学、あ

るいはスボ日ツ等岳会めまして事まfま

な分”において惨績にお付官会い寄せ

京、ただいており車す．とういったととが、

僚たなエネルギーf:.•創尚で曹事総首長で

あり、相互に受泌を望書面bている淑a院で
~号待~のかもしれまそん．

....の創立命領海副島奮が量子

んで使っていた笥宮震の＋1=rl!!I我体古

｛畿よη古をなす）J訴訟う省鶏が晶ります．

尾治和夫先生ご退任に寄せて
••1縛柑宮7白川議’闘に聞す晶a本相島建司IJ鋼印
•11t1M!-12H26関f大型R脇信宵に＊＇t~文書F周＠金袋漢民’ーする鎗定，u網目p

..... 
安西祐一郎 ，~； 
1総書｛慶応4｝年、....の-*it-lt

1ti~r.・m・強之友』のゆで初めて後

われたとの省担障は、もi:t.e.申図の＇＊
Jl!JにJ1,られたtu障ですが、たとえ園

祭や訟鎗が伶ち~Itτいて也、「自ら、

flt史t-tJり織すjという，＇~l:’u院を
奇麗す信条として、俊m，島書Eの4臨み~

令で費量々l::’tit舗がれで曹まし~.

省うまでもなく、海事事先生の•A在

任期間以ゅのは、銀胤与の図x大学

法人伐とEゆ＊•が自本のお宅flt脊

”に押し等ぜた大変な時割自主.なっ

ており、母の鎗貨をま盟ったご司苦労Cl*

Z量tこ大義なもので品。~e＃事費院してお

静ます．かつてない大波のゆにあって、

京都大学を新生図立大学添人として

隊生害せ．新しい鹿実に『旬Itで勇気島

喜一歩を緩み目臨す先微量つけ各れて曹

た湾泊先生1草、まおこf自翁作古」の精

神~具!IUI:した人その患ので串ヮたと

省えましょう．その決意な敏勝の存在は

+ti.-3B＊の高等敵”の申にくっ曽ち

と事事かtF上がっております．尾治先生

のど功般は．務理臨で電車利なお人事君主主

もに、京暢大学の『自由の学風Jの輔

拐を紛~なー貨車Bへど尊い食名総長

として、永＜il•tζ留められ事ペ曽とと

で晶り事し主弘

扇泊先生がど港倒れ拙∞停は

..  繍~＝e.坦まして晶、創立1叙滞在

量~l＊：飽食すべき年で畠り、とのような

節目に晶た暫尾治先生の長年にb食事

ご羽織をお~いで量ますととは鍋徐と

は思えませんし、高等書生育界で先生に

多〈のz:tt$~まぜていただいて曹t.:

'Cl:して、大いなる鱒りk存じております．

JI:書事大学が、今後ともに篤治先生の
ど尽カ1こ』足。て繁かれて曹合方向性を

しっかりと害防総いで、舎画される企て

の鰐係者の織力によ令τ、章生育・$！型If:・

医猿等々 さまざまな活動を滋，＼；てを士会

l:J撒在れ、部制緩Jl!t-ft？れれ‘

〈とkを.っております．

求・なが島、馬油先生のとれまでの

ご尽力にあらたj()て敬官隊告表するl:l:も

に、II泊先盆のご健康e.i::多傘、号し
て51曹童書曹とれまでにも婚してのご策

”を心よりお析。ゆしょ•1ます．

.• 



「京都大学・立命館大学
連携協力に関する基本協定Jの
締結をめぐって I 

.働締役加問f遺a閥均に・持基$鎗lt•J鋼防

窓側繊川口清史

筑初年.JZ月、京椀大学と弘たち，jt命 分野I主、近年急瀦iこカ.入れて曹たと と~で畠畠が．馬浩信夏、fl!；事情輿銅

館大奇声は争織受話11：測する包絡協定 はいえ、カ2量的には不十分で、Eうして 当副学長の守山ダーシップで実現で曹

を錦織しJ't.~現在tlしばしばf大学測 もいくつかの分野に集申喰吉＇6を得な たことは、立命鯵大学にとって大量な

競争の時代jと呼ばれる．しかし私の い．そして、税学としての費量みを生かす 書びで畠った．盛貨は1J、事な色ので畠

認諭はかし~.個別大学の自己完織の 上司~.企.ゃをt会と縫い応用分野在 るがこれをじっ〈りと大事〈脊てて符暫

時代が事事わり、大学間後カ、キットワー 1量点として揖k.義‘研究に厚い謙司書 たいと、立命館－~主として心中自問して

タの障害ftで晶晶、e＼・%のでよの. 毒事事つlt＇媛大学との漣喜悦立命館大 いるととるである．

ll!'.は＊羨望ましE‘ものであ。た.lt命 争の研究をしっかり支えるものにな革と

館大学は、とれ量でにti&事理大学との 翼Bf寺寄れる．また、研宮崎It援を役会に

協定fま畠ったが、とのような匂銭的な

泌愈は初めてのととで皐った．その後、

匁制年i：入って、広身大学、d拶大学

とのII定締結e、囲内大学との$ヲトワ
ータtt.広げている．
とはいえ、立ti盛大学にkって京都

大学kの逮翁が＇＊－ソライズされたとk

弘樹陸3則な酒量’告を待つ.:it命鎗の創始

主us的年｛明治2年｝の西田E寺公認に

k晶君民慾立命館の創illにあるが、:i:t'携

帯箇大学の，U&l長決定したのは時の

文/II大臣西国令その入で晶ヮJ't.:≪ 
携帯大創設の実理事は敏の務，E中Jlf

4、＋Jllが初代．包官として当たるが、

その固辞JI(が.19脚年.：£.. 曜の.，.京

都事長理主学技t-tJ織す基．創立当日事の

JtC路線放学授は般労青年寄対象にし

た復帰の学畿であったが、敏重量”はす

べて京携帯大の銭授で·~った．

今日で私立命館大学に多くの＃~際

大学尚身場がいる．後もの多〈が卒業

後志京大の研究室、研鈴司tl:共同して

研究脅迫めている．その意味で、今回

の鎗itはま事し〈府大学の舗＂＇（｝つ曹が

オ叩沖イズされたものとしてll職事寄

っ．立命館大学のと阜わけ自然務理F

つなぐ宙において、阿賀n.oの経厳4こ

5革られるように．立命歯菌がお伎に立て
事局面が事（，お考えている．

当面の漉総城、京都大学のパ4オテ

クノロジーと立命館大学のロボット技術

臓発の連携な怠鎖倒的なプl:2l)，民ター

から出発するが、kり員事続的組織的JI!

•••rt宙.(lfc貧e草島貨の研修~~Iこ
も広げてfi'草食い色賜鯵している．

違a，に当たっては埋葬内1::1購.なll
J&t.轟ヮたのではないかと：t!lilすると

. 京都大学・立命館大学
連携協力に関する基本協定締結式

(6 



各界からのメッセージ ・協定締結婚の総長学長

f東京の~!ti：、ザひJl('~揮に来て．

.の文化1：触れて欲しい.l証書事の学

生獄、自由すぜてのんびりして‘喝ので．

生意.の島幸銭〈策）［（で義容修行して、

た〈卑し〈脊って欲しいJ.
これは、京都火字、... 眠毒菌盛大学、

東京大学、早稲箇大学によるf火学波

紋育における大学問学生交涜に関す

械定・則隊創の記者発着陸でのJI

尾治先生「らしさjへの期待
••1斜事.121.12.SBr大学鵬叡宵巴a111大学園学金援策に測す轟鎗定明書j周防

Ill巨大，..  

小宮山宏

本の大~~るおめに、大学総!I;の話事

調書ittJ 、「学測の圏直会'/ft重量~、重量い

研究分野が発展す事J等々 愈しょげた

ので晶l>.-"Ji•い拘置富陥った尾

治先生村の冒頭1:M1f*:t鵬首F草、

逆に鴻1:2をつけて、との：zγノーシ7

ムが学生4ごk守てe;，のようなもので轟轟
ベ静、大学として嬉鮪付砧のはなに

か、学生の立場、大学の立場1：立って、

_, 
~A;’F 

凶司t.f¥事J.・t

，~； 
む縛なかヲぬことが懐かしく.い白書れ

る..学司院しい縁密守、現at-®•

にとらえた$菖な御調u主には、物事の

全体4障をと4与えて、線道Eとして理解i...J::

うとする裁に、事書に刻ltc,J亀怠事総点

とを後供して〈君事ったので~る．とれ

からも‘そんな尾治先生らしい袋発信を

獲しみにしてい轟．

？
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治先！£，の郷害警曽~事事． 述べ健治告の搭味．初本療の健聖書e

との灘着色「＂＇＊学コンソーシアム jは． 目的・1：立ち返っτ．もうひとつ火事なとと、

大学続生が、各キの学織は号のままに、 学生＊位、必汚点毒縛ヲ隠して＜ff書官

大学の持寄越えて研究指織を受itaと たのであった．

とが街来事ように、大学陽学生実務鯵 尾治先生色私u...それぞれ京大総長、

JtiS:鯵絡したもので晶る．学生たちは． 東大.援というととで、マスコミ君事にお

その窃究滋行上の事情や特質I諸問、 いて、発曾波文字，.り並べて積分寄れ

4大学寄潟4・lt;!ll:fi'量来して、高野型車 轟ととが多かった．開閉怠織を共有し

お織を受け事こどがIii楽器ようになった． つつも、訟とは集なった観点や角度か

とれば．岡時期に磁調車寄れていたf量生 §の事軍機震に援し、はっとした.いを事商

事官孫生会”jにおいて、若手窃鍔轡e

大学R生の減量陸軍主寄.めるととの.

援後品機陰きれた際、学生たちが総tt

＊学で、その事ま大学事告に頭車むことi$:.

何がしかの規則H!tltで措置隠しようと

す繍齢~i::ei測し、大学の舶に

白色白した軍事えで皐った．規則によって

滅動俊幸仮織す6のでな〈、学会の自

主伎を態宣置し、書皇制1希望したと曹には

それが治来事ような滋f,J国怠する．い

かにも、治人itされた大学にふさわし

い自主鈴な取犯ではないか．

とうしt.:81ゆ晶って、豪鴻発表でも

私はやや大上段にふりかぶって、之の

篠宮定の簿＊寄槍闘した．「もっと重量い日



連携協力の猿進を祈念
調~1.12tElf遺繊•1.1~乙”す轟釜本鎗定，u網開

間隣人柑紬研究開.... 械立川敬二
古来J;号日本の命令地のひとつとし

て舞贋寄線げ轟京都にあって、自由の

学腐の色とでお事理学術.携の研究聾

特い、世界旬角川JI,の康調R告白して
老先~－大学．われわれ宅f'llJM!!I!研
究llft・続。必tA）は、宇宙桝争分野

4島市令に食学との測でとれまで嫌々 な

.• 力関係＇＝~眠いてまい号室した..学

におけaさらなる宇宙分野？の研型障の
舞鍵奇醤指す形で、.，煉獄符ω抗日には‘

貧寺嶋＝乎歯車S会学続突ユニットが霞.

きれ、事ちに問年4!'.121自には泊五~の

穆関閣の連a鯵カ鯵定が.総事れま

した.JI地ta•－！量におかれては、本語島

~の＇.dt:tの週量穆で並々な易自ど尽力を

いただ曹大使麟衝しております．賞理~l::

JA踏の•:b関係i事、 ll!l績闘のカ~
包括的1；：生かし、学術研型車.It育、宇
宙関連鎌術水量償向上及び宇宙..

串1)111促織を凶器Jl::¥吟官事定富市鎗の思
想を実現守事とも吟目的岳会う守ペ〈、

とれか品が本当の鵬負かと緩います．

~ーから応用車司氏宇宙湿エ~か名人

文栓会議学問官でを会む徹会(ii・学録

的情実で轟轟「字貧富富合4"-Jの孤立へ

向けて、馬事事前総長をはむめとする食

， 

浮の管織とZれ嘗で以上に重量.• な織力

’E係奇策Hτぃ（l:l::奇vn二念じます．

綱嶋

本
一
演

し

民

河

本

い
い
加
島

生

捌

戦
盟問

尾
一
市
綿
もうμ匹近〈になるのでし占うか．京大

本銀事自の応議室で初ゆてお会いし、そ

の串k縛討会下のTトトク吋レ・で7予ンヌ

約豊富をごちそうしていた務いたのは.fi
聞やテレぜなI!でお，.は縛Jf.して柿ま
したが、初I!>てお会いする.Jg治総~で

した．どのような方だ：;sうかと想像して

いたのですが、そのまtC!>-;Iヂ•7f:

滋してぽ〈が想像していたままというと

主ですが－~人稀でした．銭高直にこと

かかず、しかも衝しが面白い．ニ九四~7'

があり臆すと国簿切．ついヲインがす

すんでしまう、そんな場をつくちれ事"Ji
でした．

との出会いのきっかけとなったのは、

尾治事院議から京稲穂惨大学にf京大

喪紹介する守ンガ本Jをつくってもらえ
ないかという依頭が事ヴ設かSです．少
し緩い哉、というのが＇.iE蕗:tl:l::とろでした．

事ちろん、マンガ準緩寄もつl.'rくたちとし

ては、マン芳表君臨の3ミュニケーシヲン8'J
司1総事監の大宮さに自信奇もってい＊した

が、京大での専門的研究を守ンガで紹

介するともゆととはほkんど考えて曹輩、ti.，・でした．検撃”だけでなく、多〈の
京大の免盆:11t.関＂！；ようなと k穫ったの

で械な”でしょうか.II拍車量銭t.t11U障
を晶ヮ事りk超えたのです．そして、そう
したζとがで曹毒自由なお人柄で畠ると

とが．最初の総会いでわかったのです．

柏崎.!'MANG.¥駒暢瑚時働j

の紛~が始まりました．いろい唱な好余

曲衡が＊りながらも、おω年4JJにゆ即

発表会在行えるまでに進行し、その年

の9JHζ気.す~ととがで量定した.J事

訴大学の学生・事量備と旗揚縛穆大学

の学生たちとの共同作集です.tl'＜た

ちのすンガ学生たちは取材とflt電車を着陸
して、実1；：多〈のととをflM：と緩います．
Ji泌総長は、この本の舗ij;lf:巡して、

京大の学£怒けでな〈、京都精事大学

の•.！£：もawしてしまったのでした．そ

れは•-Rともゆ以上に、人＂＇＂泊和夫
先生としてのXトルの大昔さなのだと

， 
ノ

思い事す．

完成1..1.!:ll側臥鴎幽幽官町」

のliE・は予想を肱畠かに超主、晶わ食

だしく対応4こ追われ.OBが積書ました．

暗んなすン減本の反’Fがとだます器なか、
尾治総~が11.7'を去られるととになり

ました．ぽ〈たち絡事の容にとってl章、

反響の音色合めてfMANGA助刃蹄

U必時税制法先生f:お送りするファン

ア←レ主的事した・＇°よ尊厳...しょ

t燃す．退任後品国際禽等研拠所の7

3民自由在自画ぬお忙しいでしょうが、事事ti
先主主とおう予ポレ四シヲンで曽れlfl::ifを

袋〈してお待ちしております．

4・
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学
外
で
の
活
動

第3回産学官連携推進会議（主催：内閣府ほか）に出展した京都大学ブース前にて
(2004年6月19日国立京都国際会館）

京都文化会議2004（主催・京都文化会韻組織委員会）にて
(2004年10月31日京都大学百周年時計台記念館）
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京都大学総務部広報課
干606-8501 京都市左京区吉田本町

TEL: 075・753-2071
URL : http://www.kyoto-u.ac.jp/ 
E-mail . kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp 
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