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【卒業式・学位授与式 〕

卒業式における総長のことば、

平成10年3月24日
総長長尾 虞

本日は来賓の諸先生をお迎えして，各学部長，教

職員の出席のもと，平成 9年度卒業式を挙行できま

したことは，京都大学として誠に喜びとするところ

であります。

ただ今卒業証書を受けられた皆さん，京都大学卒

業おめでとうございます。本年度の卒業生は全体で

2,788名であります。その中には大学院へ進んでさ

らに学問を究めようとしている人達と，社会へ出て

大学で学んだことをいよいよ実践に移してゆこうと

している人達とがいます。いずれの場合も卒業とい

う人生における節目を大切にし，気持を新たにして

出発していっていただきたいと思います。

さて本年度はこの式典の始めに式典曲を京都大学

交響楽団に演奏していただきました。この曲は昨年

京都大学が百周年を迎え，百周年記念式典を行った

際に，作曲家藤家渓子氏に依頼して作曲していただ

いた京都大学式典曲であります。この曲は唐の詩人

李白の詩，「古風其ーjの中にある勾，「輝を垂れて

千春を映さんとす」によせて作られました。李白は

社甫とともに中国の二大詩人の一人であり，詩仙と

称されている人であります。その詩風は自由奔放な

性格と放浪に過ごした62年の生涯そのままに，明る

く率直で力強く，想像力豊かなものであります。

この「古風其－Jという詩は当時の外見的にきら

びやかな詩にあきたりず，骨組のしっかりした力強

い漢代の詩風を復活させようとして作った一連の作

品の冒頭に来るものであります。この詩はまず，詩

経にはじまる中国の詩の流れをたどり ，今H正しい

詩歌の道が失われてしまっていることをなげき，自

分こそ正しい詩歌を作り ，その光が千年の後の春ま

で光を輝かしつづけるだろう ，そのような詩集を生

みだすのだ，きら星のごとく輝く多くの詩人の中で

自分こそが永遠の価値をもっ詩風を打ち立てるのだ

という使命感と自信にあふれた宣言をこの句によっ

てしているのであります。藤家j美子氏が京都大学の

ために作って下さったこの式典曲は，まことにこの

内容にふさわしい立派な曲であります。

我々京都大学の教職員は京都大学の歴史の101年

目をふみ出すに際して，まさにこの李白の気概を持
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rで！

って出発しようとしております。今回卒業される皆

さんは21世紀の社会を支えてゆく人達でありますか

ら，こういった志を持って社会に出て行って下さる

ことを願っております。

李白のこの詩にみなぎっているものは，自信と勇

気，使命感でありましょう 。21世紀という新しい，

予測の非常に難しい時代を迎えようとしている今

日，最も大切なものはこの自信と勇気，志でありま

す。

自信は言うまでもなく自分を信ずること ，自分の

能力，価値などを自ら確信することであります。こ

れはどうしたら出来るのでしょうか，空威張りや偉

そうなふるまいといったことは自信とは全く反対の

ことであります。自信は何もしないで自然について

くるものではありません。不断の努力によってつい

てくるものなのであります。

これから21世紀の前半にかけては世界は急速に変

ってゆくでしょう 。ますますグローパル化してゆく

世界の中で各国はお互いにしのぎをけずりあいなが

ら，なおかつ地球環境問題など多くの問題について

協調し問題解決をしてゆかねばなりません。そうい

った社会を生きてゆく諸君は種々の問題に遭遇する

でしょうが，それらの問題に対処するためには常日

頃の学習に裏打ちされた自信と勇気が必要でありま

す。すなわち十分な知識をもち，全体を客観的にな

がめ，判断できる決断力を必要とします。常に自分

の考え方，行動についての反省を行いながら，常に

正しい判断が出来るよう努力するとともに，志、を高

くもちつづけることによってこそ，自信がわいて来

るものであり，また決断をし，実行に移してゆく勇

． 
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気が出るのであります。

徹底した勉強なしには自信はありえません。しか

し，それでは十分で、はありません。皆さんはそれぞ

れの分野で学問を学び，かなりの知識を持って卒業

してゆきます。そして，その知識を用いて物事をよ

く判断することができても，正しい行動をしてゆく

勇気をもつことが出来るでしょうか。21世紀社会が

不透明であればあるほど，社会はそのことを期待し

ています。諸君はこれから社会に出て，自信と勇気

を持って事に当ってゆくことが要求されているので

す。

そこで私は諸君にもう 一つ，「忍耐」という言葉

を贈ろうと思います。自信と勇気を持つためには，． その裏に忍耐心が必要だからであります。昔風に忍

耐といえば，ず、っと苦しいことに耐えしのぶという

ことになるでしょう 。これからも，そういうことは

場合によ ってはあるでしょう 。しかしもっと軽い気

持で，日常生活の中で忍耐ということを考えてもら

ってもよいのです。たとえば，相手の言うことを最

後までよく聞いてよく考える，講義をじっと聞いて

よく考えるといったことなどは誰でもがやっている

ことであります。相手の話の途中で反論をしたくな

ってもがまんして聞いていると，後になって相手の

言おうとしていることがより良くわかり ，反論する

必要がなくなるということもよくあるでしょう。

． このように相手の立場，相手の気持，相手の言う

ことなどを十分よく聞いた上で，なおかつ客観的に

凡て疑問と思うことがあれば質問したり，反論した

りするということも，場合によ っては必要でしょう 。

最近は携帯電話がありますので，誰にでもすぐ自

分の思ったことや，用件を伝えることができます。

背のように何日かかけて手紙のやりとりをした時代

とは全く違います。しかし手紙しか手段がなかった

時代には，自分の言いたいことをよく反努し， 言い

たいことを整理し明確化するとともに，それを相手

にいうことによ って相手はそれをどう受けとめるか

といったことまでを考えていたわけであります。そ

ういったことを考える時間があったのであります。

すぐに返答はしたいが忍耐して待つ，忍耐してよく

考えることによって適切な答えを返すということが

出来るのです。

このような例からも，いわゆる一見便利そうなも
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のがかならずしも良いものであるとは限らないこと

が分かるでしょう 。どんな便利なものでも ，それを

うまく適切に使わなければ逆効果となることも多い

のです。その判断は諸君門身が行わねばなりません。

そのためにも諸君はよく勉強をしなければならない

わけであります。

今日のように，学聞が専門分化し，急速に進展し

て来ている一方で、，社会自体もこれまで経験しなか

ったような種々の困難な状況に直面し，急激な変化

に見舞われている中では，諸君が大学で学んだこと

も10年もすれば古くなってしまう部分も多くなる可

能性があります。したがって，どのような変化があ

ってもかわらない学問の基礎的部分をしっかりと勉

強するとともに，新しい状況に対してどう判断し対

処していったらよいかということに対する学問的考

え方，すなわち学問の応用能力を身につける必要が

あるのです。そして変化してゆく部分については常

にそれを基礎的，学問的な立場から解釈し，また学

習してゆくという態度が必要です。

これからはそういった意味で，生涯学習の時代と

なってゆかざるをえないでしょう 。諸君は大学で学

んだことで足れりとせず，社会で出会う問題を適切

に解決してゆくために常に勉強しつづけていってい

ただきたいと思います。大学では全く学ばなかった

学問をしなければならなくなる場合も出てくるでし

ょう。自然科学系の学部を卒業した人で会社の社長

になっている人は多くおられますが，そういった人

達は自分の専門的な仕事とともに，経済学，経営学，

法律体系などいろんなことを40才， 50才になって勉

強しておられるわけであります。そういった場合も，

大学で学んだ勉強の仕方，学問の仕方，その応用の

仕方が役に立つと思われます。

人生80年という時代となりましたが，その長い

生の中では大学生活は一瞬にすぎません。しかしこ

の青春時代の一瞬が諸君の今後の人生の基礎となる

わけであります。どうかこの学生時代に学び得たこ

とを大切にし，それをのばし，それを応用し，それ

を実践するとともに，人生の最後まで学生の気持を

失わずに学びを続けて行って，ほんとうによかった

と言える人生にしてもらいたいと思います。

卒業生の皆さんのこれからの良き人生を期待し，

祝辞といたします。
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修士学位授与式における総長のことば‘
平成10年 3月23日

総長長尾 翼

本日ここに来賓の諸先生をお迎えして，各研究科

長，教職員の出席のもと修士の学位記をお渡しする

ことができましたことは 京都大学として誠に喜び

とするところであります。本日修士の学位を得られ

た1,773名の皆さん，まことにおめでとうございま

す。心よりお喜び申し上げ、ます。

皆さんもご存知の通り，平成4年の法学部の法学

研究科への組織変更から始まって，本年4月の教育

学部の大学院重点化によって総合人間学部をのぞく

全ての学部の大学院重点化が終了することになりま

した。大学院重点化というのは，これまで学部中心

の教育研究組織であったものを変更して，教官は大

学院に所属し大学院における教育研究を本務としな

がら，学部教育を兼担して行うというものでありま

す。

現代のように学問が細分化し極度に発展してきま

すと，学部は学問の基礎的部分を学ぶことにほとん

どの時間を費やしますから，大学院において今日

的 ・先端的学問を学び，また研究をすることになら

ざるをえません。

社会の発展はまた，ジェネラリストよりも益々ス

ペシャリスト，高度の専門的職業人を要求するよう

になって来ております。したがって社会の要請は学

部卒業生から徐々に大学院修士修了生の方に移りつ

つあるというのが現状であります。これは特に理科

系の学生に顕著でありますが，人文社会学系の学生

についても出て来ている傾向であります。

こういった要求に対応して，京都大学においては

例えば昭和60年度に修士修了学生数が大学全体で

989人であったものが，平成 8年度には1,598人とい

うように増加して来ております。日本全体において

は昭和60年度に約4万8千人の修士在学生であった

ものが平成 9年現在では約12万人にまで増加して来

ていることからも，大学院学生に対する社会の要求，

それに応えようとする文部省 ・各大学の努力の状況

が分かります。この増加傾向はこれからも続く可能

性が高く，何年か先には30万人にまでなる可能性が

あるとして，これに対して各大学としてどう対応し

て行ったらよいかということが大学審議会で検討し
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始められております。

このように大学院修士課程の学生が社会から求め

られているということは，学部卒業生との間になん

らかの違いがあるからでありましょう 。それは一体

何なのでしょうか。もちろん学部卒業生より 2年間

多く学習しているのですから，それだけ知識が豊富

である，特にそれぞれの専門分野の体系的なしっか

りした知識を持っているということがあるでしょ

う。しかしそれだけではありません。もっと大切な

何かを身につけているからであると考えられます。

その一つは修士課程の 2年間で「研究」というこ ． 
とを行ったことにあるでしょう 。学部卒業の際にも

研究をして卒業論文を書くことを要求している学部

も多くありますが，学部における研究は半年か長く

て一年という短期間であり，教官にかなり指導して

もら って研究するという場合があります。これに対

して修士における研究は，教官の指導は受けますが，

自分が主体となって問題を設定し，それに対して解

決を与えるべく研究を行うわけであります。設定す

る問題に難易の差はあるでしょうが，いずれも今ま

でに解決が与えられていないものであり，解決がう

えられるか与えられないか分からない問題に挑戦す

ることになるでしょう 。

社会に出て遭遇する問題もそうであります。従っ

ていくら考えても解けない場合もあるでしょう 。し

かし問題を少し変更したり，問題に対する前提条件

を明確に規定したりすればきれいに解決が得られる

ということもあるわけであります。そういった変更

や，条件付与をしてもその問題は十分な意味をもっ

ており，それに解決を与えることが大きな価値をも

っという判断も大切なことであります。

どういった条件のどういった問題であれば，その

問題を解く値打ちがあるかといったことは，解決を

与えようとする人の物の考え方，価値観によるわけ

であり，そこにその人の個性 ・人柄が出てきます。

したがって社会人としての感性を磨く必要があるわ

けでありますが，これが修士2年間で十分磨けたか

どうかは微妙なところであります。逆に言えば，博

士課程で良い研究をし博士論文を完成させるために

． 
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は，この能力を十分にもつことが必須のこととなり

ます。今後の諸君の一層の研錆に待つ必要がありま

す。

修士卒業の学生が学部卒業の学生と違うもう 一つ

の点は，自分の研究分野とその関連分野について十

分広い視野を持ったことでありましょう 。少なくと

も自分の研究テーマについては世界中で誰がどのよ

うに研究しており，これまでにどのような成果が上

がっているかを知り，自分はその上に何を新しく付

け加え，後世の人達に残して行こうとしたかが明確

であるはずであります。そして社会に出て新しい問

題が与えられたり，新しい課題を思いついたりした

時に，どのような道筋でどのように研究してゆけば． 良い解決を与えうるかを設計する能力を持っている

はずであります。

． 

よく 言われることは，解決すべき課題をうまく設

定できたら半分解けたようなものである，というこ

とです。解決すべき諜題が混沌としており，問題自

身が明確でない，あるいは問題を明確に他人に対し

て説明することができないといったことがよくあり

ますが，そういった対象に対して，ある観点，ある

角度から明確なメスを入れて問題を明確にするとい

う能力は修士課程の研究を通じて培われているはず

であります。

以上に述べましたような能力は社会に出て活動す

る中で常に必要となるものであり，これが修士修了

の皆さん方に期待されていることなのであります。

社会に出るといろいろと困難な問題に遭遇します。

そういった時に問題は何であるかをはっきりと把握

し，できるだけ広い視野から妥当な解決を見い出す

こと，また角年決のためにどのようなステ ップでどの

ような手段をとって行ったらよいかを明らかにする

ことが諸君に期待されているのであります。

難しい問題になればなるほど簡単に解決はでき

ず，十分ではないにしても幾つかの選択肢があると

いう状況が生じます。そういった場合にどれを選ん

で進むかの決断をしなければなりません。社会に出

れば常に「決定」ということをしてゆかねばならず，

そこには決断力が必要なのであります。これから社

会に出てゆく人の場合にはよくその事に思いを致し

て下さい。決断は全人格的なものでありますから，

自分を磨くということを常日頃やっていなければな
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りません。皆さんのこれからの持続的な努力を期待

致します。

ここに皆さんの門出を心から祝福し私の挨拶とい

たします。
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博士学位授与式における総長のことば‘

平成10年3月23日
総長長尾 震

博士の学位を得られた466名の皆さん、まことに

おめでとうございます。今回は謀程博士370名、論

文博士96名でありました。それぞれの博士論文の指

導教授はもちろんのこと 、本日出席の各研究科長、

京都大学の教官全員が皆さんの学位取得に対して心

から祝福しております。

京都大学は創立以来これまで延数にして旧制の博

士9,651名、新制の博士16,842名、合計26,493名の博

士を出して来ました。近年は課程博士の授与が増加

しつつあり 、たと えば平成元年度が280名であった

ものが本年度は511名ということになっております。

また平成5年に入って各研究科で博士課程の期間短

縮ということが可能となって、最短では修士入学か

ら3年間で博士学位が得られるようになっておりま

す。ちなみにこれまでに期間短縮で博士学位を取得

した人は42名、平成8年度をみますと1年間で19名と

なっております。

このように博士学位を3年ないし5年間で取得しよ

うとしますと、いきおい研究分野・研究テーマを狭

くしぼって、深く探求してゆくことによって新しい

まn見を付け加えるという方向に行かざるをを得ない

でしょう。そして自分の狭い分野以外のことについ

ては往往にして無知 ・無関心となってしまいがちで

あります。これも止むを得ないことかもしれません

が皆さんはこうして博士学位を得られたのですか

ら、これからは自分の専門分野を軸としながら専門

の範囲を徐々に広げてゆき、できるだけ広い視野の

もとに研究をして行っていただきたいと思います。

第二次大戦後広く使われるようになった殺虫剤DDT

のたとずった栄光とそれがもたらした悲劇はレーチェ

ル ・カーソンの『沈黙の春jによって初めて広く社

会に認識される ようになりましたが、人聞が作り出

したものが何年か後に社会に対して与える影響につ

いてまで考えながら研究・開発をしなければならな

い時代となっております。広い視野と社会に対する

倫理感を大切にしながら注意深く物事を進めてゆく

必要があるわけであります。

さて皆さんの博士論文は3部提出していただいて

いますが、これがどうなってゆくのかご存知でしょ
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うか。そのl部は京都大学附属図書館に、もう l部は

国立国会図書館に納入されております。3部目は各

研究科に保管されます。いずれも永久保存というこ

とで、皆さんの業績は未来永劫人々が参照してくれ

る可能性が保証されているわけであり ます。京都大

学附属図書館には、野口英世、今西錦司といった人

達の博士論文が全て保管されており、こういった人

達が若かりし頃情熱を傾むけて書いた博士論文をみ

ることができます。

そこで皆さんがきっと気になるのは、自分の研究

結果が後年になって間違っていたと指摘されないか ． 
ということでしょう 。ノーベル賞を受けた業績にも

後世になってその結果が再定されたものがあるとい

います。特に学問の基盤として広く受け入れられて

いる物の考え方、これをよくパラダイムという言葉

で表現しますが、これが転換した場合にはそれまで

確固とした学問・理論であると考えられていたもの

が音をたてて崩れ去ります。天動説から地動説への

転換はその典型とされています。古典力学から量子

力学への転換にもそういった側面があります。カオ

ス現象の発見にもそういった要素が含まれていると

＃えてよいでしょう。世の中には絶対的に正しいも

の、永久に変らないものがあるのかどうかという問

題にも至りつくわけであります。

ここから得られる教訓は大切で、あります。皆さん

が発見し、創造したものは正しく、また永久不変の

ものという自信はもっておられるでしょうが、一方

では万一の場合、自分の想定していなかった状況 ・

条件においてもその正しさが保証されるのかどうか

といったこと、あるいはそういった場合に全くちが

った結論にもたどり着くことがありうるのではない

かという疑問であります。私は皆さんが少なくとも

そういった疑問を許容できる思考の柔軟性、心の余

裕を持っていただきたいと思っております。

すなわち皆さんの研究はあくまでもあるパラダイ

ムの中で妥当なのであり、思考の条件、思考の場、

状況が全く変わった場合には全くかわった解釈 ・理

解がありうるかもしれないという可能性を考える能

力をもつことであります。

． 



． 

． 
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なぜ、このようなことを言うかといいますと、皆さ

んが中心となって活躍する21世紀社会は地球環境問

題、エネルギ一問題、人口問題など解決の非常に難

しい問題の山積する不透明な時代となることは明ら

かであるからであります。こういった時代における

人々のもつ価値観がどういうものとなるか、何が価

値あるものと考えられるようになるかは予断を許さ

ないからであります。こういった不透明な時代を生

き、その中で人類社会にとって価値あることを成し

遂げ、価値あるものを作ってゆくためには、常に自

分の考え方が妥当なものであるかどうかを検証しな

がら進んでゆく必要があるからであります。そうい

った時代にこそ博士学位を得られた皆さんが出来る

でけ確かな方向性をさぐり、社会をリードしてゆく

義務があるのであります。

どうかこれからもますます幅の広い研績を重ねな

がら、勇気をもって21世紀杜会で活躍していって下

さるよう念願し、私の挨拶といたします。

1998.4 号外
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【大学の動き

平成9年度卒業式

3月24日（火）午前10時から，総合体育館におい

て名誉教授をはじめ部局長等の出席のもとに平成9

年度卒業式が挙行された。京都大学音楽部交響楽団

による式典曲奏楽，京都大学合唱団による学歌斉唱

の後，総長から，各学部代表に学位記が授与された。

続いて，総長の式辞があり，最後に「蛍の光Jを

平成9年度修士学位授与式

3月23日 （月）午前10時から，総合体育館におい

て名誉教授をはじめ研究科長等の出席のもとに平成

9年度修士学位授与式が挙行された。

総長から各研究科修了者代表に，学位記が授与さ

れた後，総長の式辞があり，午前10時35分に終了し

た。

平成10年 3月博士学位授与式

3月23日 （月）午後 l時から，総合体育館におい

て，各研究科長をはじめ総長特別補佐，事務局長出

席のもとに平成10年3月博士学位授与式が挙行され

た。

総長から，各専攻分野の代表20名に対し学位記が

手渡された後，総長の式辞があり，午後2時5分終

了した。

本年 3月の学位授与数は 課程博士370名，論文

博士96名の計466名であった。

各研究科別内訳は右欄のとおりである。

平成 9年度医療技術短期大学部
卒業式・修了式

医療技術短期大学部では， 3月17日（火）午前10

時から，本短期大学部講堂において来賓の臨席のも

とに，短期大学部卒業式及び修了式を挙行した。式

は卒業証書・修了証書授与，学長式辞，来賓祝辞と
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全員が合唱して，午前11時に終了した。

本年度の新学士は，総合人間学部129名，文学部

206名，教育学部77名，法学部382名，経済学部267

名，理学部307名，医学部103名，薬学部94名，工学

部930名，農学部293名の計2,788名であった。

本年度の修士課程修了者は，文学研究科101名，

教育学研究科28名，法学研究科59名，経済学研究科 ． 
65名，理学研究科270名，薬学研究科63名，工学研

究科729名，農学研究科241名，人間・環境学研究科

111名，エネルギー科学研究科106名の計1,773名で

あった。

研究科 課程博士 論 文 博 士 ぷロ〉、 三ロ」lト

文学研究科 26名 5名 31名

教育学研究科 l l 2 

法学研究科 4 1 5 

経済学研究科 8 3 11 

理学研究科 96 10 106 

医学研究科 77 19 96 

薬学研究科 15 5 20 

工学研究科 75 36 111 

農学研究科 41 14 55 

人間環噴学研究科 23 2 25 

工科ギー科学晴究科 4 4 

進行し，午前11時終了した。卒業生は，看護学科78

名，衛生技術学科37名，理学療法学科19名，作業療

法学科17名で，修了生は，専攻科助産学特別専攻20

名の計171名であった。

． 




