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京大広報

置計画が京都

大学の総君、と

してまとめら

れ，概算要求

の結果，昭和

62年度から 3

年間にわたる

整備が認めら

れ，その整備

事業を推進す

るため統合情

報通信システ

ム建設本部が

発足すること

になったもの

である。

No. 332 

く大学の動き＞

京都大学統合情報通信システム

建設本部の設置と開所式

このたび， 昭和62年4月14日付をもって本学に

おける学術情報活動の基継となる統合情報通信シ

ステムの建設に関する業務を処理するため， 「京

都大学統合情報通信システム建設本部」が設trtさ

れ，同月15日付・で建設本部員が発令された。

これに｛、

1J~ に1nカ‘れることになり，その聞所式が 4 月 24 日

（令．）建設木部員及び・Ji:務局関係者多数のl州市を

川て行われた。

まず， 12時45分建設本部長である［列島安HIJ総長

によ り，建設本部の表札が大型計算機センター玄

関に抱げられ，新τJr~：のスター卜にふさわしい好

天の中，盛大なtJ’lTが寄せられた。そのあと 2階

の建設本部室で閉所祝賀会が催され，西島総長の

投拶があり，続いて建設本部員の和介の後，高IJ本

部長である長尾 真大型計算機センタ 一長の発声

で、位杯が行われ，しばし飲談後， 1311~i'30分に終了

した。

この:ill設本部の設置されるに至った経耕は，昭

和54年12月に京都大学に学術情報問題調査検討委

n会が設置され，同委員会で検討の結果， 本学に

おいて学術情報システムの整備が必要である行，

昭和55年10月に総一長に符ljiされたことに始まる。

木学の学術↑白＼報システムを整備することは，学

術研究の基礎を支えるものであり，木学としても

i止も電要なことであることから，昭和59年9月に

検討委員会を発展的に解消し，新たに京都大学学

術情報システム整備委員会を設置し（京大広報

ぬ283既報），学内の学術情報システム整備を行う

ことが決定された。そこで精力的な検討の結果，

昭和60年 6月に「京都大学学術情報システム統合

情報通信網整附jに関する長期計画について」の建

議が総長に行われた（京大広報陥296既報）。ま

た， 問委員会の技術設計による統介情報通信網設

教養部にかかわる構想検討委員会の

発足と教養部にかかわる大学院問題

検討委員会の廃止

1. 教養部にかかわる大学院問題検討委員会における審

議経過

この統合情

報通信網は I<UINS (Kyoto University Inte-

grated information Network System）と名付け

られている。

KUINS 計画に：おけるコJ~業内容は， ディジタノレ

交換機による電話の多機能化と，それを中心とす

るスター型 LANの設置，並びに光ケープノレによ

るJレープ型 LANの設置である。スター型は，電

話の他に64Kbit／秒以下のデータ通信に対してフ

ァクシミリ，パソコン等を簡単に接続する ことが

できる。また，ループ型は主として 64Kbit／秒以

上， M bit／秒程度までの高速データ伝送用で， ~I'

算機関や計算機と各種実験装慨を結介するのに使

われる。

この二つのシステムは有機的に統合されるとと

もに，マルチメディア多重化装置やパケット交換

機によって，本学の隔地キャンパス聞や，本学と

他大学，学術情報センターとを接続し， さらに将

来は外国のデータ通信網とも結合される。

KUINS は， 21世紀への展望を踏まえた計両で

あり，その実施にあたっては様々な問題を合み，

各部局の協力が不可欠である。

昭和5gf1て10月9LJ，従来の「科学基礎研究科設

置案等調査検討委員会」が廃止され，新たに，「教

養部にかかわる大学院問題検討委員会」が， 「大

学院の充実を図るとともに教養部の改善に資する

ため，新研究科構想等の教養部にかかわる大学院

問題を全学的観点から調査検討する」 （同委員会

η
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要項）ことを任務として設置された。

その後，同委員会は新しい研究科構怨について

検討を進め，昭和60年 7月，独立研究科としての

「学術総合研究科」設置構想の成案を得てこれを

総長に報告し，同設置案は大学院審議会および評

議会の承認 ・決定を経て，教養部を世話部局とし

て概算要求されることになった。同時にこれと並

行して同委員会は，既存研究科における大学院教

育への教養部教官の参加を明確な形で制度化する

ために，各研究科の立場と実情に応じた参加の具

体的なプj途を全学的に推進する必要性についても

報告した。

その後ji:rj委員会は，学術総合研究科設置につい

ての具体的な構想の充実と，実現を図る方向で審

議検討を進める一方，昭和61年 6月総長からの要

請により，学術総合研究科構想との関連のもと

に，教養部および教義課程の在り方についても審

議検討を開始した。

昭和61年12月このことにつし、て，問委員会は，

教養部の在り方については学部化が望ましいこ

と，またこれとの関連におし、て，教養説程の在り

方についても再検討が必要であることを総長に中

間報告した。これは同委員会が各学部，研究所，

研究センター，および教養部の各々の意見を勘案

しつつ審議検討した結果であるが，今後この方針

を推進するならば，教養部にかかわる大学院問題

検討委員会の所掌事項を超えることが予想され

る。このため昭和62年 3月17日に開催された部局

長会議において，昭和62年4月1日付けで同委員

会を廃止し，これに代わる新委員会（教養部にか

かわる構想検討委員会）を同日付けで設置するこ

とが決定されたe

2. 教養部にかかわる構想検討委員会の発足

この委員会は，新たに本学の教養課程並びに教

養部にかかわる学部 ・研究科構想について調査検

討するため，上記の部局長会議において審議の結

果，設置および要項が決定された。 （委員会要項

と委員名簿は3に掲載する。）

昭和62年4月17日に第l回本委員会が開催 さ

れ，冒頭，総長から次の趣旨の挨拶と諮問が述べ

られた。

これからの，本学の教義課程の在り方，教養

fillの新しい学部化構想および独立研究科構想に

ついて，全学的観点から検討していかなければ

ならない。今後，本委員会の審議は，このこと

を念頭において進めていただきたい。

これまで，科学基礎研究科設置案等調査検討

1987 5 15 

委員会から継続して，教養部にかかわる大学院

問題検討委員会において審議していただし、たこ

れらの問題についての共体的な構想がまとまれ

ば，全学的に議論していただきたいと考えてい

るので，可能な限り早期に結論が得られればあ

りがたい。新制大学制度が制定されてから，お

よそ40年が経過しており，この際，本学の教養

課程および教養部の在り方や制度を根底から見

直し，同時に独立研究科についても総合的に全

学的視野からの検討が進められることを望んで

いる。

つづいて，委員長に朕浮令夫委員，副委員長に

岐美格委員およびか毅委員をそれぞれ選出し

たのち，討議が行われ，当面の審議方針が次のよ

うに決定された。

本委員会は，本学の教一養課程並び、に教養部にか

かわる学部 ・研究科構想について，全学的観点か

ら調査検討することを主目的とし，そのために旧

「教養部にかかわる大学院問題検討委員会」の報

告を承けて，教養課程の在り方，教養部の学部化

および独立研究科構想案の具体化と拡充につい

て，審議検討する。

3. 資料

教養部にかかわる構想検討委員会要項

（昭和62年 3月30日総長裁定制定）

任務

本学の教養課程の改普及び大学院の充実に資するた

め，教養課程並びに教養部にかかわる学部 ・研究科構

想について全学的観点から調査検討する。

二組織

1 委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

付各学部の教授 1名

口教養部の教授 3名
目研究所及びセンターの教授 5名

制その他総長が必要と認める教授若干名

2 委員は総長が委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の主選に

よって定める。

4 委員会に必要に応じて小委員会を置くことができ

る。

三運営

委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定め

る。

凶事務

委員会に関する事務は，庶務部庶務課において処理

する。

附 ft¥]
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1 この要項は，昭和62年4月1日から実施する。

2 教養部にかかわる大学院問題検討委員会要項（昭和

59年10月9日総長裁定）は，廃止する。

人文科学研究所 悔 JJ;i 有JI

結核胸部疾忠研究所 杭 義元

経済研究所 佐和｜盗光

東南アジア研究センター 坪内良時

文学 部岡道男

（＠印は委員長， O印は副委員長）

報大京No. 332 

名簿

（昭和62年4月1日現在）

部 ＠藤深令夫

部 柴野昌山

部片岡兵

部 尾崎ヲ!j 'th 
l'ffl fii藤敏彦

1m ?.'.li 折修二

部 米国文民11

部 O岐美約

百11 半凹良

iftl O森

新

浮

竹

員委

く栄 誉〉

尾上久雄名誉教授（元経済研究所教援経済政

策論 ・環境政策論） ・渡部忠世名誉教援（元東商

アジア研究センター救援作物学 ・稲作起源論）

・川村俊政名誉教授 （元L店長類研究所教授 ~ l毛

類学 ・社会権造論）

わが国学術の向上発展のため顕著な功績をあげ

たことにより，昭和62年4月29日紫綬褒章が授与

された。

一
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亨
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学

学

学
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学

学

学
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H
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研

育

済

文

教

法

経

理

医

薬

工

政

教

所究学化

環境保全センター（以下センターと略す）は，

本学の環境保全のための学内共同利用教育研究施

設として昭和52年4月に設立され，本部構内の工

学部4号館内に設置されている。 i隊員は現在，セ

ンター長（併任），専任の教官が 3名，技官 2名

と事務官1名，その他非常勤職員を含めて，合計

10名という小さな部局である。

センターの主たる業務は次のとおりである。

O本学における教育研究活動に伴って排出さ

れる有機！廃液，無機廃液を適正に処理する

こと。

O本学の環境保全公害防止関連の業務への技

術的助言を行うこと。

0本学の環境保全に関する基礎的教育に協力

すること。

O廃棄物処理等に関する研究開発を行うこ

と。

現在，センターには，有機磁波処理装置（KYS)

と無機廃液処理装置（KMS）があり，各々共同利

用施設として各部局の廃液処理に供している。昨

年度の実績では， KYSにおいて，有機溶媒等約

35,000 Bが焼j前処理され，また KMSにおいて重

金属等を含む無機廃液約 8,000tが処理されてい

る。研究活動の活発化に伴い実験廃液の発生量は

・．・・..・・..・－．．・・．．・・．．・・．．・・．．・．ー・・．．・・・．・・・．・・・．・・．．・・．．・・．．・・．．・・．．・・．．・・．．－．

五｜三々 増加してきてお り， l¥'に有機出淡の場合，最

近の処理量は KYS設計当初の見込量を超え，そ

の維持管理にかなりのツ；力を要する状態となって

きている。各研究者とも出放の減量化に是非努め

ていただきたいものである。

l必液の処理にあたっては，本学の出棄物処理の

基本的な考え方である 「排出者自らがその処理を

行う」とし、う排出者責任の原則が貫かれており，

指導員制度の下に廃液排出者（処理装置利用者）

が実際にセンターの処理施設において処理業務に

環境保全センター

介〉く紹

KYSにおける廃液処理作業

-304一
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あたっている。無機廃液の場合は，利用者が処理

試験決置（ミニプラント）にて廃液処ml試験を行っ

ている（表紙写真参照）。こ，れら！樹皮処県に関する

利用者の数は昨年度延約 l,500人に及んでいる。

各廃液処理装置では，処理前の廃液の性状測定や

処理！後の処］理水，あるいは排ガスの測定を常に行

っており ，これら分析業務も大学の環境保全とい

う意味でセンターの重要な役割の一つである。

環嵐公？存関連の法令のもとでは，本学は大規模

な事業所のーっとみなされ，種々の厳しい規制を

受けている。特に本学から排出される排ガス，排

水， !J6棄物に関しては部局単位でその性状や発生

量を定則的に所轄の行政機関に報告する義務があ

り，場合によっては立入り検査等も行われるた

め，常に現状を把握し，適切な管理を行っておく

必要がある。これら業務にセンターは深くかかわ

ってし、るため，学外の行政機関との折衝等も頻繁

に行っている。本学からの排出水の水質について

言えば，現在最も注意、を払っている水質項目は，

水銀やカドミ ウムなどの有符物質である。これら

の物質が排出水中にどの程度合まれるかは，ひと

えに各実験室て‘の化学薬品等の取扱い方による。

その意味で各キャンパスからの排出水の水質管理

については，各実験者の環境保全に対する意識の

高揖が大変重要な課題となってくる。

そこでセンターでは，毎年，各学部のカリキュ

ラムの中で環境保全にかかわる基礎教育に積極的

に参画している。たとえば位学部や理学部の一部

の学科は， 3回生に対し実験に先だち，北部キャ

ンパスの排水管理施設やセンターの廃液処理装置

を見学するカリキュラムを組んでいるが，これら

にはセンターの職員も協力している。また，セン

ターの廃液処理装置の一部を利用して学生実習を

行う学科もあり，この場合もセンターの職員が実

習指導にあたっている。環境保全の基礎教育には

さらに積極的に協力する態勢を整えており，各部

局がセンターをより一層利用されることを期待し

ている。

以上の諸業務を適正に遂行するためには，基礎

となる研究活動が重要であり，廃棄物処理システ

ムの計画 ・設計，廃棄物の管理方式，無害化した

廃棄物の有効再利用方法等に関する研究に取り組

んでいる。

（環境保全センター）

－一ーーキ・守多ーι－·~、。ニ－..：：........9ミデ，~ーミ，a〆ヒ＂＂＂＂ニ＂＂＂ミ夕、。＝＝二；，夕、，＝＝＝＝、。、長

~ 
乙フしん

~·f間光辰（本学名誉教民）
4 Fl30日逝去， 77歳。昭和8年本学文学部卒業。昭和

26年本学文学部教援就任， 48年退官。 56年勲二等瑞宝

章。 J!J.門は国文学（西鶴学）。

日

(1987年4月1日～4月30日）－・

ゐひ

4刀4n 名誉教綬称号授与式

6日 ソビエト社会主義共和国連邦 Gennadii

Alekseevich Yagodin高等 ・中等専門教育

大臣ほか4名来午，総長及ひ、関係数千？と懇談

7日 医療技術短期大学部入学式

8日 同和問題委員会

10日 体育指導センタ ー管理運営委員会

グ ヨーロッパ大学連合 ]llrg巴n Harms顧問

(Gen色ve大学教凌）来学，総長及び関係教

官と懇談

11 Fl 学部入学式

。 大学院入学式

13円 発明審議委員会

グ スウェ ーデγ王国 Lund大学 H.Westling 

学長ほか3名来学，総長及び関係数l"fと懇談

14日 保健衛生委員会

15日 国際交流会館委員会

，， 組換え DNA実験安全委員会

16日 連合王国 Sussex大学長 DenysWilkinson 

卿来学，総長及び関係教官と懇談

21日 大学院審議会

24日 環償保全委員会

，， 防火委員会

，， ドイツ連邦共和国 Heidelberg大学 Gisbert

Frhr. zu Putlitz学長ほかl名来学，総長

及び関係教官と懇談

27日 放射性同位元素等管理委員会

28日評議会
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