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No. 326別冊 京都大学広報委員会

大学院の整備・充実に関する答申

このたび， 大学院審議会制規等専門委員会から本学の「大学院の整備 ・充実について」答申を受

け，本日，大学院審議会において承認されました。この課題の重要性に鑑み，ここに答申を燭載して

学内にお知らせします。

木学では，創設当初大学院が設置されて以来，それぞれの分肝で研究機構の一環として，本学独自

の大学院の性栴が形成されてきました。しかし，大学院制度が教育体制のなかで現在のように位置づ

けられるようになったのは，戦後の新制大学発足からであります。その大学院制度の検討は，新制大

学への移行の早い時期から始められましたが，その基本的性格，大学制度全体の体系のなかでの位置

づけ，特に学部との関係について論議が重ねられました。木学におし、て，大学院制度委員会が新制度

の「京都大学大学院に関する要項」を決定したのは，昭和26年（1951年）であります。そして，昭和

28年（1953年），京都大学大学院が設問されました。同年， 京都大学大学院修士課程の最初の宣誓式

において，当時の服部峻治郎総長は「新教育制度では学部の教育は，その半ばは一般教育に当てられ

たため学問的に豊かな基礎がつちかわれた長所はあるが，一面，専門教育の分野においては，旧制度

に比して一日の短あるは，否めない結果と言わねばならなし、。この短を補い，この長をますます展開

して，学問水準の維持昂揖を計るのが，このたび‘設けられた大学院の目的である。」と述べておられ

ます。それから34年間，発足初期における制度的な基般の整備を経て，本学の大学院は顕著な拡充を

遂げて，今日に至っております。

学問の進展に伴う教育と研究の関係の在り方は，学問の府における継続的な課題であります。また

そこに，京都大学としての伝統の継承と新しい発展への鍵があるとも言えます。大学院の整備 ・充実

は，この意味において今日最も重要な課題のーっということができましょう。大学院審議会の制規等

専門委員会は，昭和52年（1977年）に設置されて以来，この10年間，これまでの本学の大学院の充実

を基盤とし，将来に向けてより特徴的な発展を可能にするよう，大学院の制度と運営について検討を

i止めてきました。この答申は，これまでの検討の現段階での集大成と言うことができましょう。この

答申の作成に当たっては，中問答申，中間報告等によって，学内の各部局等の意見が集められてきま

した。今後，この答申が大学院の画一的な整備の域を超えて，それぞれの学問分野の特色ある展開や

創造の契機となり，学内の諸構想、が着実な実現に向けて進むことを強く希唱します。

今回の答申に至るまでにはらわれた大学院審議会制規等専門委員各位のご尽力に対し，敬意、と感謝

の宮：を表します。

昭和62年2月10日 総長西島安 HIJ

大学院蒋議会 議長西島安員lj 殴 昭和62年 1月23日

大学院群議会iliU規等専門委員会

委員長吉沢尚明

大学院の整備 ・充実について（答申）

標記のことについて，かねて諮問を受けていましたが，検討結果がまとまりましたので，ここに答

申いたします。
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大学院の整備・充実について （筈申〉
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1. 本答申の目的と概要

本委員会は昭和52年に発足して以来，本学大学

院の制度 ・運営について検討するとともに，大学

院の整備 ・充実に関しでも組織的に調査 ・検討を

行ってきた。本答申はその審議結果である。

本答申を 3部に分け，その第2部において，大

学院 ・研究科の整備 ・充実のための種々の方策を

提案する。こ の策定に当つ ては，特に諸分野の聞

の協力，教員の研究環境の改善等を基礎として，

水準の高い研究者を養成することに重点を置き，

また学問分野の性格の差異に応じ得るように制度

を整備することを基本的方針とした。大学院制度

の改：善は，本来研究科あるいは学問分野の内発的

な要求が存在する場合に実効のある結果をもたら

すものである。本委員会は改善方策の立案に当っ

て，このような要求を認識するために，各研究科

が検討している課題を調査した。

また，詳細な調査によって，各研究科の目的と

性格を把握することができたので，それに基づい

て，木答申の立脚点を定めた。それについて第 l

部で説明する。すなわち学問分野に応じて，研究

科の性格にはそれぞれ固有性があるが，研究科は

共通して，研究者の養成を第一の目的としている。

大学院の整備 ・充実を明確な観点から立案する

ためには，大学の将来を構想することが必要であ

る。一方これは大学院の枠を超える問題でもあ

る。この見地から，第3部において，研究者養成

と研究遂行に関連する将来の問題若干を提起し

た。研究者の養成には大学院のみでは充分でない

とし、う認識が，この際の一つの要点である。

2. 大学院制度検討の経過

大学院制度に関して木学で．これまで

検討は，本答申と関連するところがあるので，以

下に略述する。
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( 1 ) 新制大学は昭和24年 7月に発足したが，

同年4月に大学基準協会が，「大学院基準」を決定

した。これによると 1年以上の修士課程と 3年以

上の博士課程とが併設されることになっていた。

本学では， 22年頃から各学部において大学院制

度について論議が行われたが，大学院の目的 ・性

格，修業年限，学位制度，講座制等について，学

問分野の性格のちがし、から，それぞれ独自の見解

があった。その後，「大学院制度委員会」が設け

られ，何年8月に「大学院に関する要項」を決定

した。28年 3月には本学に大学院が設置された。

その頃，新しい通則が制定されたが，それによっ

て年限2年の修士課程及びそれに続く年限3年の

博士課程が置かれることとなった。同時に，大学

院審議会，研究科会議，及び各研究科の規程が制

定された。

(2) 大学院発足後数年間は，大学院審議会が

規穫の整備や運営方式の決定等を行った。それら

の課題には，たとえば学位制度（学位の水準，ク

レジット期間），修士課程と博士課程の関係， 研

究科規程の改正，入退学手続き等多くのものがあ

るが，この時期に各研究科の規程等を画一化する

傾向が顕著になったように思われる。

( 3) 「大学制度委員会」が昭和38年 7月に設

置され，学内の諸制度について検討し，その結果

を昭和38年12月から40年 3月まで、数次にわたって

答申した。そのうち大学院については，大学院審

議会の任務と構成に関する問題点、を指摘し，研究

科会議構成員の範囲等を規定した。

(4) 昭和40年 7月に大学院審議会 のも とに

「大学院制度特別委員会」が設置され， 2年間に

わたって大学院の諸制度の改善について検討し

た。その結果は昭和42年11月までの聞に逐次総長

に報告され，また特に研究科会議規程については

学内の意見を尋ねたが，研究科長を置くこと等は

実現しなかった。このような検討に基づいて，学

内規則が整備された。

( 5) 「大学院制度検討委員会」が昭和48年 2

月に設置され，大学院設置基準の制定に備えて大

学院制度の改善についての検討とそれに基づく大

学院に関する規程の整備が行われた。委員会は，

昭和50年 3月に，基本的方針「大学院制度の改革

について」を答申し，さらにこの基本的方針に沿

って本学通則等を整備し，また特に大学院審議会

の改組を含む「大学院の管理運営に関する規程」

を制定した。しかし各研究科規程については検討

調整等を行うにとどまった。（詳細は資料2，〔3)

参照。）

(6) 昭和52年 l月に，新しい規程によって大

学院審議会が設置され，大学院に関する規程等の

検討を任務とする本委員会が設置された。

3. 本答申作成の経緯

本答申作成に至る経緯の概略を述！ベる（資料

I，〔 8J' c 9〕参照）。

( 1 ) 本委員会は昭和52年2月発足当初，大学

院の制度と運営の全般について検討を行うことを

諮問され，検討結果について逐次答申を行ってき

た。この間，昭和53年3月に，大学院の改善 ・充

実の方策をも併せて検討することが諮問され，本

委員会は先ず各研究科の課題を集約 ・整理して，

昭和54年 1月に大学院審議会に報告した。

(2) 昭和55年 4月に大学院審議会において，

本学大学院の将来のあり方について諮問された。

木委員会はこれらの問題の検討状況の概要を，昭

和56年 1月に中問答申した。この内容の抜粋を資

料 1に収録する。

(3) ひきつづいて行・った審議の結果を，昭和

60年 5月に中間報告「大学院の整備 ・充実の方

針」として公表し（資料 l，〔5〕），各研究科等

の意見を求めた。

(4) 中間報告の考え方と論点に対して学内か

ら回報された意見と提案を基にして，委員会にお

いて審議し，本答申を作成した。

(5) なお中問答申および中間報告に述べた問

題のうち，独立専攻 ・独立研究科，学位，高等研

究機関，学術博士，名誉博士等については，その

後，個別に答申した（資料 1）。
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第 部

大学院の目的と性格

本答申，特に第 2{fllの内特の策定のために，本

学の大学院の目的と在り方を明確にすることが必

要である（ここで大学院の目的と性格とは，その

制度，運営，教育方針，社会との関連等をYcl：＇来す

る）。本委員会はこのため，昭和55年に各研究科

における現状と目的意識を調査した。その結果

を，以下§ 1及び§2に要約する。 §3において，

本符申の立脚点を述べる。

§ 1 . 研究科及び大学院の目的と性格

11ei和55年に木委員会が行った各研究科の現状と

l~I 的意識の調査，並びにそれに基づいて行－った研

究科の目的 ・性物についての一般的 ・理論的考察

の結果は，次の2項目に要約することができる。

[ 1 J 木学の研究科は，高い水準の学術の教育

・指導を行う機関であり， 学術の進展を担

う研究者の養成を主たる目的としている。

それとともに，学問分野の性格に応じて，

大学外の社会における各分野が要請する人

材の育成をも行っている。

[2] 研究科の学問分野の性格並びに研究科と

社会との関係は，研究科ごとに固有のもの

であり，各研究科の円的，形態，ffiil度等は

この固有性を反映するものである。

これらの結果を含む詳細な論述は，「大学院問

題に関する調査研究」の報告書にあるが，その概

要を資料l，〔1〕に収録する。

§2. 大学院の箆備・充実の必要性

本委員会では，昭和53年と58年に各研究科にお

ける整備 ・充実の計画， または検討課題（以下

「課題」と称する）を各委員の見解によって集約

した。この調査で得られた主要な知見は次の 3点

であり，これによって各研究科が整備 ・充実を必

要としていることと，それぞれの課題の種類が明

らかになった。

1 ）昭和58年に，いずれかの研究科でとり上げ

られた諜題は，次のように分類できる。これらの

内容については，第2部で詳述する。

（イ）大学院としての組織の検討 ・新設（例え

ば独立専攻）

（ロ）新しい型の組織 .f!JIJ度の計画（例えば継

続教育）

（ハ） 制度，運営の整備（例えば分野間の交

流，事務機構）

（ニ）教育 ・指導の充実

（ホ）博士の学位制度（例えば学術博士の採

用）

2）各研究科における主たる課題は，研究科に

よってかなり差異がある。人文 ・社会系の若干の

研究科では，上述の（ニ）が主たる課題となって

いるが，他の多くの研究科では， （イ），（ハ）等

に特に関心が向いている。

3）昭和53年から58年への最も著しい変化は，

独立専攻を課題とする研究科の数が，0から 6に

増加したことである。また53年の調査で、も，「予

知 ・人員の増」とし、う課題はほぼ共通にとり上げ

られていたが， 58年にはその実現のための具体的

な方策が課題となっている。 他方この5年聞に進

展の見られなかった課題もかなりある。

§3 ＊答申の立脚点

本答申の主要な立脚点は，以下の項［A],

[BJ, [CJ及び［DJである。

〔AJ これまで‘本学は学術研究の推進に大きな

役割を担ってきたが，これは研究科の目的

（前記§ 1の〔 1J）に反映されている。こ

のことは大学院の最も重要な目的と考えら

れる。

[B〕 木答申の各提案それぞれは，研究科ある

いは分野の性格に応じて検討されるべきも

のであり，すべての研究科に対して整備 ・

充実の同じ方策を提案しているのではな

い。 これは研究科の固有性（前記§ 1の

[ 2 J）に基づく趣旨のものである。

[CJ 整備 ・充実のための検討課題は次の 3稀

類に分類できる。

I .学部がほぼそのままで研究科の機能を持

つとしづ形態の下で，主として教育 ・指導

に関して改善するもの。
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u.現行法規の下て， lのような形態， m
則， jili蛍，組織を改変することによって，

大学院の機能を充実させるもの。

m.現行法規の改正を含めて，（大学として，

また吏に困として）大学院の抜本的改革を

図るもの。

（説明）これは前記 §2の調査結果に基づく観

点である。

Iの課題.§ 2の調査結果 1）の（ニ）（教育 ・

指導の充実）が代表的なものであり，新制大学院

発足当初から大学院設置基準制定までの聞は，一

般にこれが主な課題であった。

Eの課題.§ 2の 1）の（イ） ，（ロ）及び（ホ〉

（たとえば独立専攻の設置，継続教育のための機

関の新設，学術博士の採用）が代表的なものであ

る。§ 2の2）と 3）に述べたように， II~こ属す

る課題は， 多くの研究科で‘現実的な問題となって

いるが，これは Iに属する手段のみでは大学院の

円的の達成に不充分となった場合に，大学院設置

基準等の法規を活用することによって大学院の整

備 ・充実を図ろうとする方策である。また，大学

院の目的の実現のために，各研究科で顕現してい

ない課題についても全学的見地から検討するのは

適当である。例えば，独立研究科の設置守ーは， H

の範叫に属する全学的問題である。これらを含め

た諸課題を実現するために，大学としてとるべき

方策を提案することが，木符申の第ーの目的であ

る。第2部でこの範時の課題について述べる。こ

れらの課題の多くは現行法規の下で実現可能であ

り，既に他大学に例があるものもある。

Eの課題．次に， Etこ属する各種の方策をとっ

ても大学院の目的達成に充分でない状況になった

場合に，抜本的な改変の必要が生じることもある

であろう。現時点で論じられることのある大学院

のみの大学や，研究者養成の方式の多様化等はそ

の可能性に過ぎないであろうが， §2の 3）に述

べたような構想、の進展から見ても， Eの課題の延

長線上に将来，新たな課題が生じることは予想さ

れるであろう。Eはこのような課題を含む段階で

ある。これについては主として第3部で述べる。

ただし，すべての分野において ，研究科が究極的

にはこの段階に至ると現時点で予想されるのでは

ない。

[Dl 大学院の幣 filjj ・ 光＇）~ の ）j':.j~の検討に＇＂1 っ

て，I針。i的な将%（＇象についてもみl位するこ

とが重要である。

（説明）木学大学院の将来の目的，形態及びそ

の実現のための方針について ，現時点で芳祭を始

めることは適当である。また，現実的課題を実現

するに当っても，形態を明確にする指針として，

将来以は有用であろう。すなわち第2ifllに述べる

諸方策のうちには，可能性のある形態に広い帆の

あるものがあるが，大学院（ひいては大学）の将

来の目的 ・性絡が構想されておれば，このl隔を限

定できるであろう。

なお，上述の項〔CJの段階皿の課題は，大学

院だけの問題として捉えるのは不充分であり ，大

学全体の問題の－J,誌として考えるべきである。従

って本答申では，これについては問題提起として

般うこととする。

第 2 部

大学院の整備・充実のための方策

大学院の牧』Iii・充実の方主｜と各研究科における

課題について以下に提案する。これらは第 l剖1§ 

3の立脚点 ［C」に述べた段附Hに属する課題で

ある。なお若干の項目 ，特に （l . 6) ' ( 2 . 3) ' 

( 2. 4) ' ( 3. 1）および（ 3. 3）は，その中に現

行法規の改正をTiiJ提とする箇所がある。

§ 1 . 大学院の構成分野と分野間の協力

1 .大学院の構成分野

(1. 1）研究科 ・専攻の設置及ひ’核保i・充笑

は，学術的な内発的必要性に基づくことが

重要である。これとともに，社会等からの

外的要請をも考慮することが適当である。

（説明）数個の研究科によって一つの大学院が

作られていることの学術的観点からの重要な意義

は， 研究科聞の協力によって，それぞれの研究利

における機能を一層充実できることであると考え

られる。その基盤となる教員組織が多様な分野に

置かれていることは，研究にとって理想的であ

る。木学が伝統的 ・基本的な分野を重視してきた
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ことは， この意味で重要である（資料2' ( 1) 

参照）。また研究科，専攻等の新設並びに教員，

予算，事務機構の整備 ・充実は，このような観点

から行うことが望ましし、。

本項で社会等からの外的要請というのは，第 1

t~il § 1の C1 J （研究科の目的）にし、う要請に関

するものである（これについては資料1を参照）。

このような分野をとり入れるか否かの決定は当該

研究科，ひいては本学が行うものであることは当

然である。

( 1. 2）本学の教員全員が大学院に実質的に参

加し得るための制度上の方式を確立するこ

とは，重要である。

（説明）一般に，学内諾部局またはその個々の

教員が大学院に参加する制度上の方式としては，

（イ）大学院講座の担当， （ロ）研究科会議への

所属，（ハ）独立専攻の設置，（ニ）独立研究科の

設置等が現在の主要なものである。これらの方策

を推進するに当っては，当該部局と研究科の聞の

協議に基づくものであることは当然である。

附置研究所及び研究セ ンターについては，大学

院への参加は大体実施されている（項（ 1. 4）を

参照）。 しかし’持に教養部に関するこの問題は重

要であるが未解決である。

2.分野間の協力

( 1. 3）分野聞の交流と協力を進めるために，

共同研究，学位制度，新しい組織の設置等

において，それぞれ有効な方策を縫進すべ

きである。特に次のような方策は，有効な

例と考えられる。

（イ）共同研究のための組織の制度化．

（ロ）学術博士の制度の採用，及び学位審

査における研究科聞の協力．

（ハ）独立専攻あるいは独立研究科の設

置．

（説明）分野聞の交流と協力によって，研究の

進展，新領域の開拓が期待される。それに伴って

大学院教育の充実も期待されるが，これらは内発

的な要望に基づくべきものであり ，制度が先行す

る問題ではなし、。ここに述べるような方策は，交

流の実体が存在する場合には，その促進のために

有効と考えられる。

（イ）共同研究について． 複数の分野の研究

者が，必要に応じて数年以上にわたって無理なく

会合でき，かつ若干の研究費を使用できるよ うな

制度のあることが望ましし、。このような制度の一

例として，本学の「総合研究会議」の規程（資料

3）を，必要な改正を行って活用することが考え

られる。この規程は，本来は研究所を設置するた

めの準備を目的とするものであったが，現在それ

にこだわらずにこの規程を活用して，「背戸科学

総合研究部会」が活動している。全学的に見て重

要な共同研究の課題は多数あると思われるが，研

究所や独立研究科の形にはなじまない段階のもの

は共同研究の形で推進するのが適当である。な

お，本委員会は，幾つかの課題（たとえば「脳の

機能」や「死」または「生と死」）を例として，

この方策の可能性を検討した。

このような共同研究の件数が増加した場合に

は，研究費の配分を，学術的 ・専門的立場から総

合的に調整することが重要であり，そのための学

内機械が必要となるであろ う。

（ロ）学位について． 複数の研究科に関連す

る領域における学位申請の増加が期待されるが，

その場合には，学術博士の制度を活用することが

できる。学術博士については，本委員会は別途答

巾を行い，既に必要な規程整備が行われた（資料

l ， 〔 6 〕参Jl(~ ） 。 また学術博士の採用のように制

度化しない場合にも，学位論文の調査において必

要な場合には，関連する他研究科の構成員を調査

に加える等，研究科聞の交流を促進することは有

意義である。今後このための規程整備を行うこと

が必要である。

（ハ）独立専攻等について ． ある程度まとま

った恒常的な分野の場合は，研究所等を基盤とす

ることも含めて，独立専攻の設置が有効な場合が

ある（次項（ 1 . 4）を参照）。独立専攻の設置は

木学で既に一般化したが，独立専攻の運営につい

て次のことを付記する。すなわち，特に大規模な

理科系学部の場合，専攻は「教室」を基盤として

いるのが一般的である。独立専攻の場合も基盤と

なる何らかの組織が必要であろうと考えられる

が，当該学部 ・研究科が選び得る方式のーっとし

て，新設された大学院講座を含む教室．を構成する

ことも考えられるであろう。

一層広い領域の場合は，独立研究科の設置が適
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当な場合がある（独立研究科については（ 1. 6)' 

( 1. 7）でも述べる）。既存研究科に属すること

が特に適当でない独立専攻の場合は， l専攻でも

研究科を構成することが法制的には可能であるか

ら，発足当初はこの形態も考慮されてよいであろ

う。

( 1 . 4）附置研究所または研究センターが，大

学院において，異なる分野または研究科の

聞の連携を進める役割をも果たすことが望

ましい。

（説明）研究所，研究センターの大学院への参

加は，項（ 1 . 2）に挙げた方式のうち（ロ） と

（ハ）が実施されており，少数の研究所は自らの

方針によって，制度的でない参加にとどまってい

る。このように各研究所，研究センターについて

旧大学院制度検討委員会が示した諸方式（資料

2' ( 4 ））は，既に実現している。

研究所，研究センターは，一般に複数の分野に

つながるような設置目的をもっているから，大学

院においても分野間の協力に果たし得る役割が大

きい。既に数個の研究所それぞれを基盤として独

立専攻が設置されているが，これは有効な方式で、

あると考えられる。

( 1 . 5）新しい領域の研究 ・教育を具体化する

ためには，一般に，研究組織，附置研究機

関，研究科，学部の何れかを設置する方式

があり，何れを選ぶかは，全学的にかつ全

学問分野との関連において，検討しなけれ

ばならなし、。またこれらの方式は，長期的

には当然、変化するであろう。

（説明）木項の趣旨は，特に新しい領域，たと

えば新理論や学際的領域の場合と関係する。大学

における組織には，研究組織（共同研究グループ

等），附置研究機関（研究所，研究センタ一等），

独立研究科，研究科 ・学部（教養部の場合を含

む）のような種類があるが，概していえば，この

）｜瞭で，教育の面で一層基礎的となるとともに，組

織としての恒久性が増すと見てよいであろう。従

って新しい領域の研究 ・教育を具体化する場合，

それに適した組織の種類は，本項にいうように検

討されるべきことは当然であろう。またこの観点

からすれば，たとえば横断型の独立研究科が，将

来その領域が定着すれば，学部をもっ通常の研究

科に変換されるというようなことは，考えられる

ことである。

3.独立研究科の設置

( 1 . 6）複数の分野が密接に関連する領域（い

わゆる学際領域や境界領域にあるいは新

分野が相当の広がりを持つ場合には，独立

研究科を設置することが適当な場合があ

る。なお，分野の性格によっては，博士後

期課程のみの研究科とすることも考えられ

る。

（説明）独立専攻及び独立研究科の要件及び制

度 ・運営等については，既に昭和56年 1月の答申

（資料 l，〔2〕）に詳述されているとおりであ

る。その後，数個の研究科において大学院講座の

設置や独立専攻の設置が実現し，あるいは検討さ

れているので，更に独立研究科について検討する

ことが現実的になったと思われる。複数の研究科

に関連する領域の研究 ・教育，及びそのための施

設 ・設備の整備は，独立専攻より独立研究科の方

が適している。

博士後期課程のみの独立研究科を設置して，他

の研究科の修士課程を経た学生を受け入れる方式

は，分野によっては有効であることがあるであろ

う。なお，独立研究科に限らず一般の研究科にお

いても，特殊な専攻が後期課程のみをもつことが

望ましい場合があると考えられるので，その途を

聞いておくことは適当である。

( 1 . 7）独立研究科は，互いに関連する既設研

究科が協力して，それぞれの大学院教育を

充実する目的で設置することが有効な場合

があり，これは独立研究科の重要な機能で

ある。

（説明）互し、に関連する分野が複数の研究科の

中にある場合（例えば，複数の自然科学系研究科

における生物科学の分野など），それぞれの分野

における教育 ・指導を関連させるために，独立研

究科を設置することが有効な場合があると考えら

れる。

( 1 . 8）複数の研究科に，一つのテーマに関連

する独立専攻或いは大学院講座等を設置し

て，これらを横断する研究組織を設けるこ

とは，独立研究科より柔軟な形態であり，

またそれらの複数の研究科の充実をもたら
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L i!JJ.:，方策でもあゐ

（説切J) lj1.J!j~の側先や｜に独立専攻の設置が困難

である場合にも，この方式は可能であると思われ

る。たとえば比較社会学，社会人類学，文化人類

，γ：，自然人組学：等は，一つの研究主題の多くの｛lUJ

l自iで、あり ，それぞれが置かれるに適した研究科が

ある。

§2. 教員の研究のための条件・ 環境の改善

大学院の教育水準を向めるには，教員の研究条

件と研究環境の改善が最も根本的な要因であると

の認識に立って，本学として推進すべき基本的な

)Ji古J及ひ、諸方策について述べる。なお，これらの

方策の実胞は，必ずしも大学院制度の枠内にとど

まらないので，具体的な細部にはここでは立ち入

らないが， 適当な場で検討されることが望まし

し、。

( 2 . 1）教員の研究 ・教育の活動を向めるため

には， 教職員及び予算の上国加が必要であ

る。

（説明）教員組織の充実は，それぞれの研究利

における努力とともに，大学として基本的には，

( 1 . 1）の（説明）に述べた人員配1置の観点から

ii Villiすることが望ましし、。

木項の要望の具体化の例若干を次に挙げる。

（イ）学的と同じように，研究科が公式に1卜日・勤
講師を任mできる途を聞くこと。

（ロ）大学院における研究 ・教育の進展に伴って

’li=務量が必然的に増加しているから，事務機構の

改善 ・充実は，教員がノド米の職務に専念するため

にも重要である。

（ハ）例えば最近，人文 ・社会系の分好において

も情報機器の使用が必須となっており，これを扱

う要員が，教員の研究推進のために必要となって

きている。このように一般に，研究を補助する技

官等の増員が望ましし、。

( 2. 2）各教員が数年ごとに 1年間程度，研究

に専念できる制度を設けることが望まし

し、。

（説明）これは欧米型の Sabbaticalleaveに

相当するものを，わが国の大学に適した形態て、設

けることである。教員が教育の任務からはなれて

研究に専念、できれば，研究条件と研究環境の改善

となゐであろう。これを実現するためには，この

;111J1立を利用して不在になっていゐ教員の教育の任

務を補充すること等を合翌日的に行うことが必要で

ある。

( 2. 3）研究環境にとって国際学術交流が重要

であることは論をまたなL、。外国人研究者

の招へいのための組織 ・制度として，特に

外国人客員講座の設耐等が望ましL、。

（説明）国際学術交流は，学術情報の流れが直

後的なものであるが，人物の交流が基本的なもの

で最も重要である。したがって，園内の交流と同

じように，研究者が必要に応じて交流できるよう

な財政的基盤の確立が望ましL、。

外国人客員講座はこの趣旨による一つの制度で

あるが，これによって数年先までの招へいの費用

が確保されるので，極めて有効である。現在，外

｜羽人客員研究部門が置かれているのは附置研究所

と研究センターに限られているが，研究科または

学部にもこれが設置される途が聞かれることが望

ましし、。また客員講座は，その内容を固定せず，

研究科あるいは学部として機動的運用が行える制

度のものとすることが適当と考えられる。

( 2 . .:J）基礎分野の研究を行ういわゆる高等研

究所 （Institutefor Advanced Study）を

設置することは，全般的な学術研究の般進

のために 極めて有効であると考えられる

が，また本学にとっても屯要である。

（：誕明）さきに，本委員会が符申した構想（資

料 l，〔4〕）はその一例であるが，基礎分野にお

ける高度の研究を行う機関は，本学における研究

の重要な推進力になると考えられる。この種の研

究所は，各分野それぞれに設けることは現実的で

ないが，研究分野を可変にすること等は検討に価

するであろう。

§ 3. 諸種の改善案

1 .教育 ・指導の制度 ・条件

大学院における教育 ・指導の改善については，

それぞれの研究科において検討されているから，

ここでは一般的な課題について述べる。

( 3. 1）大学院学生が経済的に大きな支障を受

けることなく攻究に王存念できる条件を作る

ことは，研究科の目的達成のために望まし
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いことである。また，大学院を修了して，

常動的な職に就かずに研修を続ける場合の

経済的条件を改善することは，大学におけ

る研究者の育成，確保のために重要であ

る。

（説明）これらのことの実現は，かねてから要

望されていることである。本項の後半（研修）に

ついては，日本学術振興会の特別研究員制度が最

近実施されたが，その予算 ・運用の充実が望まし

い。また前半（大学院学生）についての現状は不

充分で、あり，改善が必要である。たとえばフィ ー

ルド ・ワークの必要な分野に，大学院学生の研究

旅費等が認められることが従来から要望されてい

るが，一般に，科学研究費等の岡山による研究

に，大学院学生が公式に参加し得る資格が認めら

れることが望ましし、。これらの方針の具体化は，

他の組織において検討される方が適当と考えられ

るので， ここではこれについて要望するに止め

る。

( 3. 2）高等研究機関における優れた教員を輩

出することは，大学院の目的の一つであ

る。従って研究科において適当と考えられ

る場合は，その目的に即した指導を行うこ

とは有効であろう。

（説明）たとえば米国の多くの大学におL、て行

われているのは，高等教育機関の教員を志望する

大学院学生に対して，指導教授の監督の下に，学

部学生を対象として教育方法を実習させるのが典

型的な形式であるが，この形式そのま までないと

しても ，研究矛｜に適する形態が考えられる羽合に

は，それを実施することは，優れた教員の f~成に

資するであろう。

2.修業年限及び学生定員

( 3. 3）博士課程修了の年齢を引き下げ得るよ

うな年｜裂の弾力化を特例として認めること

が望ましL、。

（説明）教育の質を維持するために，教育；lllJ度

の基準 ・運営等は当然厳格にすべきであるが，こ

の基本的な方針を崩さない条件の下で教育制度を

弾力化することが，研究者養成にとって望ましい

場合がある。特に自然科学の理論的な分野等にお

ける学位取得の年齢については，何人ごと の特例

として，これを引き下げられるようにすることが

望ましいという意見が従来から表明されてきた。

現在この目的のために，博士後期課程に 1年以上

在学して修了できる特例が法的に認められてお

り，各研究科はこの特例の実施を可能とする規定

を設けている。しかし該当する分野の状況から見

ると，修士課程を含めて年｜浪を短縮できるように

することが望ましし、。実質的にはこれと同じこと

が，博士諜程を前期 ・後期に区分しなければ，即

ち修士論文の作成を不要とすれば，実現される。

しかしこの方式は，木学にとっては一周一般的な

課程の区分の問題をひき起こすので，現実的では

ないと思われる。また大学院受験資格を同じ意味

で弾力化すること，特に既に学外で検討されてい

るように大学3年修了を大学院受験資格の特例と

して認めることが実現されれば，本項にし、う年齢

引き下げの趣旨にとって一層効果的である。

このことと関連する次のような問題があるコす

なわち，格段に優れた研究者が育つことはliSJや社

会にとって極めて重要であるから，特定の分野に

ついては，大学院に限らずそれ以前の教育におい

ても ，年齢に関する制限を緩和する個人毎の特例

について，国が検討することは望ましし、と思われ

る。

( 3. 4）研究科と学部それぞれの学生定員を，

その分野の研究と教育の実情に合うように

変更することは，大学院の発展のために考

えられるべき課題である。

（説明）各研究科の学生定員は，新~1ilJ大学院発

足初期に，講座あるいは研究部門当りの数を用い

て一律に計算された。昭和50年になって大学院設

置基準によって研究科の定員は専攻毎の定員を基

として算定するとしづ法的根拠が定められたが，

これに基づく 研究科の学生定員の再検討は，全般

的には未だ行われていないようである。一方現在

の定員が，それぞれの研究科の実態を必ずしも反

映していないことは，入学者数と入学定員と の端

離のあることからも明らかであろう。修士課程の

募集人員を年度毎に決定するとし、う方式が従来実

施されているが，この方式の運用はL、ずれ限界に

達すると出われる。一部の研究科では定員増のた

めに努力が統げられてきたが，まだ解決には至っ

ていない。

このような現状から見て研究科の学生定員；主，
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本学として考慮すべき課題となっていると思われ

る。一般に研究科と学部それぞれの適正な学生数

には当然相関関係がある。たとえば大学院の発展

のために研究科の学生定員を増員しようとする場

合，教員数等がそのままであれば学部学生を減員

せざるを得ないという論もあるであろう。従って

本項の問題は大学院に限定され得ないものであ

る。コド項の趣旨は，学生定員の増減が大学院の発

展のために適当と考えられる分野については，当

該研究科が要望するならば，全学的問題として，

その題旨の実現をはかることが適当で－あるという

問題提起である。

3.研究科会議の運営

ここでは，研究科の管理 ・運営機関は，現行の

ままの研究科会議であることを前提とし，本委員

会として適当と考える方策若干を提案することと

する。

特に研究科の基盤に研究所の研究部門等が含ま

れている場合には，研究科の概算要求と人事の取

扱いを以下のように整viiiすることが，その研究科

の充実 ・発展のために有効なことがあると考えら

れる。

( 3. 5）研究科に関する概算要求は，研究科会

議におし、て審議し得ることとする。

（説明）研究科の概算要求は，特に研究所の研

究部門等がその基盤に含まれている場合は，関係

学部における審議では不充分なことがある。この

ような学部 ・研究科においては， （研究科と関連

部局との間で手続きを定めた上で）研究科の概算

要求を研究科会議において寝議することが適当で

ある。このことは，旧大学院制度検討委員会の答

申においても認められており （資料2' ( 2）参

照），現にこの方式がとられている研究科もある。

なおここでいう「審議」に公式決定を含めるか，

あるいは公式決定は学部教授会において行うか等

の運営については，当該学部 ・研究科が定めるの

が適当である。

( 3. 6）研究利は学事に関することを行う教育

組織であるとする旧大学院制度検討委員会

の答申に基づく了解があるが（資料2,

( 3）参照）， これを改め，必要な場合に

は，研究科固有の人事は研究科会議におい

て審議し得るものとする。

（説明）大学院担当教官，非常勤講師のような

併任の人事を研究科会議が行い得ることは，旧大

学院制度検討委員会の答申でも認められている

が， （研究科と関連部局との聞で手続きを定めた

上で）大学院講座の教員の任用についても研究科

会議において審議する途を聞いておくのが適当で

ある。特に，独立専攻の基盤（資料I，〔2〕参

照）となっている大学院講座の人事について．研

究科の意見を反映させることが望ましい場合に

は，研究科会議においてその人事を扱うことが有

効であろう。なおこの場合も，公式決定について

は， filJ項の説明末尾に述べたとおりとする。

4.研究科の運営方式

現行の研究科会議による方式が研究科の運営に

とって全〈問題がないとは考えられていなし、。研

究科の実態に合致するようにこの方式の改変を課

題としている研究科がある。

( 3. 7）研究科等の学問分好による差；I~を現在

より深く大学院の制度 ・運営に反映させる

ことは大学院の目的にとって有効である。

（説明）学問分野によって研究 ・教育の形態に

差がある場合， 制度を画一的にしようとするこ と

は，ことの木質に反するであろう。たとえば理学

研究科では，研究科会議における学位審査の様式

を，研究科の実態に合せて変更することを検討し

たが，このように各研究科において改善方策の検

討を進め，これを比較検討して，大学院全体とし

て適当と考えられる方式を立案することが望まし

い。この審議方式は研究季｜の独向性を大学院とし

ての妥当な統ーと調和させるために必要で－ある。

この際，研究科によって異なる制度が認められる

ことは妥当であろう。

§4. 大学院の機能の拡張

大学院， t＼＇に研究科が採 用し得る新しい機能の

若干について提案する。これらの機能はいずれも

大学院を現在よりも開放する方向のものである。

これらは，どの研究科にも妥当するとは限らない

が，それを適当と考える研究科において実現され

れば，当該研究科を含めて，大学院全体の発展に

寄与すると ）！；えられる。

( 4 . 1) (I 14内及び圏外の）大学の研究者 ・教

員の研修のための組織または機関を研究科
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に設けることは，当該分野全般の発展にも

寄与する。

（説明）木項は，現行の研修員制度等とは別の

機関あるいは組織についての提案である、－！＞l{L

たとえば全同共同利用研究所には，｛也の大学＇；？； u)

研究者の研修機関としての制度 ・機能を併せもつ

場合があるが，このような機能を研究科に持たせ

るために，たとえば予算等をともなうある種の客

員制度が考えられる。このような受入の組織，機

関は，それぞれの分野において適当な形態をとる

ものとすべきであろう。

( 4. 2）社会人の継続教育は，分野によって

は，大学院の機能の一つになり得ると考え

られる。このためには，講義の開設，コー

スの設置，あるいは課程の併設等，各種の

制度 ・組織が考えられる。

（説明）「継続教育」とし、う用語は， もとは米

国において Continuingeducationと称されてい

る教育プログラムの意味である。これは1930年代

から主として米国で，大学での成人学生の教養と

職業的教育のために実施されてきたが，このよう

な教育の必要性の増大にともなって， 1960年代か

ら急速に発展してきた。今日，たとえば医学，図

書館学等の専門職に対する継続的な専門教育が必

要とされて，米国の多くの大学に成人学生を刻象

とした Continuingeducation division (school) 

が設けられている。すなわち米国のこの制度は一

般に大学学部の水準のものであるが，本項で提案

するのは，大学院の水準におけるものである。

本学では，毎年相当数の公開講座が聞かれてい

るが，そのうち，たとえば高等学校教員の再教育を

目的とする公開講座等は，その研究科の機能とし

て恒久化することができれば，本項の趣旨の制度

・組織に発展させることができると考えられる。

なお，次のことは， (4.1), (4.2）の両項目

に共通する問題である。各研究利は，研究者の養

成を主たる目的として教育 ・指起草を行っており，

本学の大学院は，基本的にはこの日的を維持すべ

きである。一方，大学院が新しい機能を持つこと

も大学院の発展のために望ましい場介があると考

えられるので，これら 2項目の諸機能を実施する

とすれば研究科の主目的と性絡を変質させない配

慮が必要であろう。特に（ 4. 2）について，社会

人の教育が本来の大学院学生の教育と混在するこ

とが適当でないと考えられる場合には， 5Jijの修士

課程等：を当該研究科の中に併設することは，検討

にfilliするであろジ。

第 3 部

将来の課題について

第3部においては，§ 1で研究者養成に 関する

課題のうちから第 l部の立脚点〔CJの段階皿に

属する課題，すなわち現行法朗を趨える場合があ

るような課題若干を論じる。 §2と§3で述べる

ことは，大学院の充実 ・発展の観点からの将来の

課題といえるものであるが，全体的な将来像では

なく，将来像を考えることの必要性とその際に考

慮すべき論点若干をとり上げることとする。大学

院の将来像は，本学全体の将来像の一部分として

切りとって考察するのは適当でない，すなわち大

学院の枠内に限定して論じることは不充分で‘ある

と考えられるからである。このな味で， §2と

§3に述べる課題の多くは，木委員会からの問題

提起て‘ある。

§ 1 . 研究者養成について

研究遂行及び研究者養成の問題は，一般に質 ・

量 ・分野の面から論じることができるが，このう

ち特に質の問題，即ち研究と研究者の水準の向上

は，短期の行政的手段によって達成することが困

難である。特に長期的，基礎的な研究の進展とす

ぐれた研究者の養成のためには，大学と固との努

力が重要である。本答申では，このような種類の

課題に重点をおき，諸方策を第2部で提案した

が，ここでは，それらの方策を超える課題若干を

挙げる。実施には国の施策を待たなければならな

い課題が多L、。以下の所論におし、ては，木学が国

立大学であることを前提とする。また本学が短期

的な外的条件の変化に影響されないことは必要な

条件である。

l .修来年｜浪

現行の大学院制度を全体として大きく変えない

枠内での一つの課題として ，博士後期課程の修業
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年限を分野に無関係に一体のものとせず，研究科

ごとにそれぞれ適当な年限を定めることとする制

度は，考慮に仰するであろう こjLは大学院が

“課程制”によるものであり，博士の学位の取得

をもって修 fとする原則に則ってし、ることと関連

する。教育機関としての大学院がどの程度機能し

ているかは，分野により絡めて著しい差がある。

木委員会は，かつて学位に関する答申において，

この問題を解決すべきことを，若干の策を旋示し

て要望した（資料 I，〔3〕）。 特に文科系研究科

には，学位論文のあり方を大きく変えることは学

問の現状から適当でないとする分野が多L、。この

ことからは修業年限を延長することは一つの方策

であろう。また反対に，現行より短期間の年限で

もよいといわれる分野もあり得ることからも，こ

のような年限の再検討は望ましいと思われる。

2.大学院修了後の研修

博士課程を修了した後に更に研修を砧むこと

は，研究者としての成長にとって重要である。し

かしこのための制度と組織は，大学院を11-1心とす

る現在の研究者養成の方式では極めて不充分であ

る。奨学金制度（postdoctoralfellowship）がこ

の目的に合うように充実されれば相当の効果は期

待されるが，根木的には研修のための制度と組織

を設けることが重要である。かつてこの目的のた

めに博士課程修了者のための研修機闘を附置し，

2～3年間奨学金の給付を受けて研修するという

制度を検討した研究科があるが，このような機関

を各研究科に置き得る制度が検討されてよいであ

ろう。

研究者の養成には， フランス共和国の CNRS

（同立科学院）やドイツ連邦共和国の Max-

Planck-Gesellschaftのような，多くの分野の研

究所から構成され，研修の機能をも持つ機関はtli'

に重要である。現在わが国において，総合研究大

学院が実現に向かっている。これと大学との連携

が，大学院教育の進展を目的として提唱されてい

るが，この連携を，上述の外国の例のように研究

者養成に資するように発展させることは検討にlflli

するであろう。

3.研究者養成の方式の多様化

研究者養成の形態には，現在でも分野によって

12 

は，大学院を中途退学して大学に就職する場合等

が併用されており，博士課程による方式のみとは

限っていなし、。同士課程とは別種の研究者長成の

形態のうちには，制度化できるものがあると考え

られる。このような制度は，各分野でそれぞれ独

自に構想できるであろうが，説明のための例とし

て述べると，博士課程と研修機闘を併せた組織

が，自然科学の理論的分野で考えることができる

であろう。この博士課程は前後期に区分せず，修

業年限を 3年程度とし，また研修機関は， 3年程

度の期間，奨学金を給付されて研究に専念するた

めの機関とする。

§2. 研究科と学部の整合性

研究科と関係学部に関連する課題について第2

部で提案したが，ここではこのような課題の基礎

にある問題について述べる。大学院の将来の課題

のうちで，特にこれをとりあげて，他の課題より

詳細に論じるのは，これが現在大学院のもつ最も

大きな問題の一つになっていると考えられるから

である。

現行の大学院設置基準は，学部と大学院の教員

組織が概念的には本来別のものであるとし、う立場

をとっているが，一万，現状では，学部は学部教

育を担当する部局であることが一般的であるとと

もに，関係研究科の中心的役割をも担っている。

この§ 2では，基本的にはこの現状が一般的な妥

当性をもっていると考えられること，及びそれを

前提として，研究科と学部の関係について述べ

る。すなわち，適当な改善，特に独立専攻，独立

研究科の設置や，研究科の存在に適合するように

学部制度を改善すること等が進められるならば，

研究科と学部との上述のような現在の方式は，か

なりの妥当性があり，また大学院の将来の発展に

対して障害とはならないと考－えられる。

研究科と学部の上述のような現状には，次のよ

うな問題がある。

（イ）教員の教育活動における研究科と学部の

比重は，分野によって存しい差があるが，教員組

織の在り方は，この実態に応じるのが本来の形で

あろう。大学院教育は講座，研究室で行われるこ

とが主体であることから，特に理科系の研究分野

においては，教員が研究科の方に併任されている

nu
 

η
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現行形式は実情にそぐわなし、。

（ロ）大学院講座や独立専攻が設置されると，

教員組織の問題が生じる。特に大学院講座担当者

が学部教授会に所属するのは便宜的と見られてい

る面があり ， これは教員組織の在り方に関係す

る。

これと関連して，七大学の共同調査において，

大学の将来像についての一つの試案として，研究

科を大学の構成部局とする次の方式が錠案されて

いる（資料5参照）。

( 1 ）現在の学部の教員によって，部局として

の研究科を構成し，それらの教員を学部に

併任する。これは，L、わぱ学部と研究科の

役割の交換であるが，この方式が実態に適

する分野で実施する。

この方式を本学において実現する可能性及びそ

の場合の形態について検討するよう，本委員会は

昭和 57年 2月の大学院審議会において諮問を受

げ， この方式とともに数種類の方式をも検討し

た。その際，方式（ 1 ）には現状では難点がある

と思われたので，難点の 少ない方式として次の

「学部」方式を立案した。これが唯一または最替

の方式であるということはできないであろうが，

大学院の将来の発展の種々の形態を考慮、すると，

多様な可能性に対応できる合理的な方式であると

思われる。

( 2）学部に置かれている博士講座及び研究,f. .;j・ 

に置かれているいわゆる大学院説座を併せ

て，新しい意味の「学部」を構成する。

（説明） ここにいう新しい「学部」について

は，次のようなことが強調すべき点であるが，形

態としては現在の学部と同様のものということが

できるであろう。

( i ) 「学部」に新たに加えられる大学院講座の

教日には，他部局の教員，特に研究所，研究セン

ターの教員は含まれない。

(ii) 「学部」の教員は，現在のように学部学生

と大学院学生の教育に関与する。

(iii) 「学部」の教授によって「学部」の教授会

を構成する。

(iv）現在，研究科に研究所等が参加している場

合には，研究科とそれらとの関係は従来のとおり

とする。

(v）研究所が関与していない研究科の場合は，

「学部」の教授会と研究科の 「研究科会議」とは

同じ構成となるが，原則として両者は別の会議と

する。

この方式は，大学院講座が置かれている研究科

における運用の実態に近いもので，むしろこれを

制度化するものである。

問題点（イ）と（ロ）をこの方式によって解決

することは，大学院の教育課程，学部の教育課

程，及び「学部」の三者が，概念的には別個のも

のであると解釈すれば可能である。文部省は現在

この解釈をとっているように見られるが，本学の

伝統的な学部概念とこの解釈との整合性は，本学

としての問題であろう。（勿論この解釈の問題は，

新しい「学部」の場合に｜浪らない。）

以上のように考えるならば，この形式は，わが

闘の大学の現状と伝統の下で考えられる “facuト

ty”と見ることができるであろう。なお，学術審

議会が，昭和48年の答申「学術振興に関する当面

の基本的施策について」（資料6参照）において，

教員組織（し、わば “教員を容れる器”＝“ファカル

ティ ”）と教育機構（＼，、わば “学生を容れる器”）

との分隊による学部の改革を提案したが，本項に

述べた考えは，これとは異なるものである。

また関連して，現在大規模な理科系学部におい

ては，教室が専攻の基盤の中心的役割をも果たし

ているが，教室の現行の運営方式をさらに実質的

に制度化して，米国等の大学の “department”

に類するものにすることを検討することができ

る。

§3. 大学院及び大学の将来像について

上に学げたような問題の考察は，必然的に本学

の将来像と関連する。以下これに関する若干の点

について述べる。

1 .研究と教育の関連

使＇.fl：上，ここでは「研究」は学術研究と研究者

養成を併せた機能をいい，「教育」は社会に人材

を供給するための教育の機能，すなわち大学院と

学部の両方のレベルの教育の機能をいうこととす

る。わが国を含めて先進国では，分野による差は

あるが，この両者は分離 ・分担の傾向がある。特

に理科系の分野においては，学部教育を行わない

-251ー 13 
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研究機関が逐次整備されている。この原因には，

大型機器の必要性が増大したこと ，同一機関と同

一人が両方の機能を兼ねることが困難となったこ

と，教育と研究の聞の水準の差が大きくなったこ

とてF，和々あるであろう。要するに，大学教育の

普及と学術の進展が原因となっていると考えてよ

いであろう。その結果，伝統的に “教育と研究の

一体性”といわれるものが，学部のレベルにおい

て薄れてきている分野があると思われる。このよ

ジな状況から見ると ，従来の方針を完全に維持す

ることが現実的でなくなる可能性，及びその趨勢

Jコ下でと るべき方向と方策について考えることが

必要であろう。たとえば第3官官の §2で新しい意

味の「学的l」に関連して述べたことは，学部レベ

ルを合めた教育と研究とを適当な形で一体化する

方向のものである。要は，本学が目度の研究と教

育との調和をいかに考えるかの問題である。

2.独立大学院

前述 lの問題と直結して，学外では，じましば

独立大学院について論じられてし、る。純粋の独立

大学院というのは，学部教育を行Bわず，研究下｜の

人からなる大学のことである （「大学院大学」と

いう H予称は，木来は別の定、~長のものであったの

で，ここでは用いなし、）。

木学を純1''1＇な独立大学院に移行するという J<;,・・え

は，現伝学内ではほとんど支持されていないよう

である。その理由としていわれるのは，一般に学

部学生の教育が，教員の研究と大学院学生の教育

に益する而があること ，及び分野によっては学部

学生の教育が社会的には一！日重要であるとされて

いること，等である。独立大学院は，むしろ学外

において，公的機関を含めて種々の場所で論じら

れているが，大学自身がこれについて明維な考え

を打ーつことが重要である。 昭和53年に文部省の大

学院問題恕談会が独立大学院の新設案を策定した

ことがある （資料5参照）。 これは只体的な調査

に基づいて立案されたものであったが，実現には

宝っていない。

3 大学の将来像について

1と2は，大学全体の問題として考えることが

必要で，大学院のみを考察するのは不充分であ

り，また適当で、もなし、。例えば大学院に限るなら

ば， L、ずれの研究科でも研究者養成が主目的とさ

れているが，学部と研究科を併せて見るならば，

人材養成と学部教育は当然大きな機能となってい

る。このように研究 ・教育の問題は，本委員会の

所掌＜J；：項の範囲を組える面を持っているが，第2

部のi課題と密接な関係があるので， ここで関連す

る論点に触れて， 問題として提起することとす

る。この問題について学内の関心が高くなること

は望ましいと考えられる。

概念的に考えるならば，一般に大学がとり得る

種々の形態のうちで，次の二つが両極端の形態て、

あろう。

（イ）純粋の研究機関，あるいはそれに研究者

の養成と研修との機能を併せた機関 ；（ロ）学部

レベルの教育を主たる機能とする機関あるいはそ

れに，社会に人材を供給する ことを目的とする大

学院修士課程の教育を併せ行うもの。

この（イ）と（ロ）の形態の機関は現に存在す

るが，諸大学は両者の聞に種々の形態で存在して

いると見ることができる。

木学では（ロ）は考えられないで あろう。一

方，木学は研究にE点を置くべきであるとするfi:
見は聞かれるが，何れかの分野が純粋に（イ）の

形態に変化することも現状では考えられていない

と！旦オつれる。

4 .検討が要望される問題

l克に述べたよ うに，第3部は木委員会の本来の

所常事項である大学院制度を超える問題を含んで

いるので，この内容を提案とせず，問題の形で提

起することとした。 中間報告に対する意見の中

で，数個の研究科から，これらの問題の検討を学

内の適当な組織におし、てさらに進めること，及び

その際各分野の意見を反映できるようにするこ

と，等の見解が表明されている。木委員会は，特

に第3部に述べたような大学院の問題は，学部 ・

研究所等の各部局を含む大学全体の学術的1::j題の

一環として審議される ことが必要で あると考え

る。

14 -252一



京大 広報 1987. 2. 15 

資 料

資料目次

I 関連する本委員会の答申等…・.......一…・……ー15

2. 旧大学院制度検討委員会の答申………....・ H ・・・・・・16

3.京初大学総合研究会議規程 －－－－ －－－ ・・・・・・17

4. 「大学院問題に関する調査研究」

研究成果報告書一－－ ー・18

5.大学院問題懇談会の報告

「大学院の改善 ・充実について」………ー18

6.学術審議会の答申

「学術振興に関する当面の

基本的な施策について」・・……田…・20

資料 1 関連する本委員会の答申等

（際題 ・答申年月日 ・京大広報掲載ぬ）

〔l〕大学院 ・研究科の目的 ・性絡及び整備 ・充実のた

めの謀本的方針 （中問答巾〉

(117'ィ.56. 1.16) 

〔2〕独立専攻 ・独立研究科の制度 ・運営

CnB. 56. 1. 23) C陥211)

〔3〕｜専士の学位の性格及び水準益びに審査手続きにつ

いて （昭.57. 5. 28) （陥243)

(4〕「高等研究所」の構想

（昭.59. 6. 22) （ぬ277)

〔5〕大学院の整備 ・充実の方針（中間報告〉について

（昭.60. 5. 10) (No.294 Jjlj冊）

〔6〕学術博士及び学術修士の基準と審査手続きに関す

る答申

（昭.60. 11. 22) （ぬ303)

〔7〕名脊博士の制度について

（昭.61. 6. 13) （！も316)

〔8〕大学院審議会制規等専門委員会の審議経過

（ぬ177)

〔9〕大学院審議会制規等専門委員会の審議経過

（ぬ211)

「大学院 ・研究科の目的・性格及び整備 ・充実のた

めの基本的方針」（中問答申 〔1〕から絞粋〕

( I ）内容

本中問答申の内容は次の 3§から成っている。

§ I. 大学院 ・研究科の制度 ・運営に関する基本的事項

§ 2. 大学院 ・研究科の整備 ・充実のための基本的方針

§ 3. 研究科の目的 ・性絡に凶する考察

各Sの内容と相互の閃係は，要約すると次のとおりで

ある。

§ 3の目的は， 本学大学院，特に研究科の目的と性絡

〈すなわち制度，選蛍，教育方針，社会との関連等〉を

明確にすることである。そのために一方では研究科の目

的 ・性格についての一般的 ・理論的考察を行い，他方各

研究科の現状とそれぞれの目的意、識の調査結果を検討し

たが， この詳細な論述は， 本中問答申では省目指する0

§ Iは，§ 3の考察の結果に沿い， かつ本学の現状に基

づいて，大学院及び研究科の制度と運営に倒して，一般

的な方向を述べたものである。§ 2においては，大学院

及び研究科の整備 ・充実の方針として可能性のあるもの

の骨・子を述べる。これらについての根拠は§ I及び§ 3 

から導かれる。

(2）研究科の目的 ・性格に関する考察

I. 研究科の目的 ・性格に関係するものとして，次の 3

個の基本的な“要因”を考えることができる（ただし，

目的 ・性格として実際に現れる時は，これらが混合した

ものになっている可能性がある）。

主要因（A) 学聞からの内発的必ぷ一一研究者の議

成及びそれによって学問の高度の水中を維持し発

展させること。

主要因（B) 社会的要請一一社会の各分野における

要誌に応じて，高度の学識及び伎術を有する人材を

育成すること。

剥要因（C) 主要因（A),( B）に影響する外因と

しての諸条件一一これには例えば次のようなものが

考えられる。

（イ）大学院に対する予算，定員等，物質的な条件。

（ロ）法制上の制約（設置基準その他の規定はかな

り幅を持っているが，なお制約となるものがある）。

（ハ）社会の在り方。（ニ）大学院に対する社会のお：

識，評価。

2.大学院の目的・性格の実態は，上述の主要因（A)

と（B）の組み合わせ及びこれに対する副英図（C）の

影響によって作られるものと考えられる。このことか

ら， 目的・性格の実態を考察するための視点として，予

め次のような枠を設定することができる。

(1）主要因（A）と（B）との関係。

(2）主要因（A）と（B）に対する刷11..'図（C）の影

響。

(3) 主要因（A), (B）と学部教育との関連。

3. 各研究科の現状と目的意識を，上述 I. の考えによ

-253- 15 



No. 326 別冊 京大広報

って考察すると，次の事実が認められる。

(1）すべての研究科は，博士課程の目的として（A)

を立てている。

(2) しかし多くの研究科は， 突態としては（B）の機

能を果たしている。

(3）研究科の性格には，学問分野の性絡に応じて， 顕

著な差異がある。

これらの事実を基礎とし，かつ大学院 ・研究科の現状

を2に述べた三つの視点から考察することによって，高

l ；及び ~2 の各項目が導かれる。

資料2 旧大学院制度検討委員会の答申等

〔l〕「大学院制度の改革について」

（昭和50年 3月31日〉

〔2〕「京都大学大学院に関する諸規程の改正について」

（昭和51年5月31日〉

〔3〕新規程による大学院審議会の発足と大学院制度検

討委員会の解散 （広報陥139)

c 1）「大学院制度の改革について」 （答中〔 l〕から欽

粋）

3.現在の研究科を存続させ，その充実をはかる。

ただし研究科の組織が適正規模をこえ，研究 ・教育

に支障があると考えられる場合には，これを分割するこ

とも認める。

（説明〕今日における学術研究の進歩は，学問分野の

細分化をもたらすとともに，境界領以の開発や学問分

野相互間の研究方法 ・研究成果の利用等に見られるよ

うに，学問の総合化の傾向をも生みだしている。それ

に伴って学問区分の再検討の動きも現われている。こ

のような趨勢に対するわれわれのfa極的姿勢は項目 4

の提案に示されているとおりである。

しかしながら，根本においては，従来行われてきた

学問分野を基礎にしなければならないことは当然であ

って，われわれは，徒らに新奇の試みに阪をうばわれ

て，基本的な学問分野の重要性を忘れてはならなL、。

現在の研究科は学部に対応して置かれ，そこでは，伝

統ある基本的学問分野が研究 ・教育されている。われ

われが現在の研究科の存続を提案するのは，このよう

な理由による。

ただし，研究科の組織が大きすぎるために，研究 ・

教育に支障をきたすことがあるような場合には，合理

的な基準に基づいて研究科を分割し，適正な規模のも

のにすることは，大学院の研究 ・教育の突をあげるた

めに，むしろ望ましいところである。研究科の分割の

手続は，研究科の新設の場合に準ずる。

16 

4. 学聞の総合化及び今後における学問の発展を考慮し

て，学問 ・学科に対応しない研究科 ・専攻を設置するこ

とを認める。

（説明）既に項目 3の説明において述べたように，今

日における学問の進歩及び今後に予恕される学問の発

達を考慮すると，現在の研究科の体制が，これに適応

し得ない場合もあると考えられる。そこで，既存の研

究科を維持しつつも，一方では学部 ・学科に対応しな

い新たな研究科 ・専攻の設置を制度的に可能とする方

策を講じておかなければならなし、。

新しい研究科の設置については，研究者の~.5'！や学

界の動向を考慮し，新たに設けられるべき研究科長会

議が，関係研究科と協力 ・連絡してその推進をはかる

ものとする。

このような研究科が設置される場合には，既存の部

J.J~こ所属しない教員によ って新たに部局が構成され，

研究科会議とは別に教授会が位かれることになる。

(2 ）「；；~都大学大学院に関する諸規程の改正についてJ

（作rl1〔2〕，説明から抜粋）

4.研究科会議（規程第2章）

(1）所学事項（第11条〉

第11条に挙げられている項目の内容は，次のとおりで

ある。

l ）入学者の選抜に関すること

修士課程及びl~J.士後期課程の入学試験波ぴに入学

者の決定。

2）学生の身分に閃すること

転科， t伝専攻，退学，除籍，留学，休学，修了等

についての決定。

研究科を学部とは別個の教育組織としたことの結

果として， 入学， 退学ミ＼＇学生の身分に l刻すること

は，研究H会議で決定する。（注10)

3〕教ffに関すること

カリキュラム等教育~ 1·函の決定。 t白羽教疫を定め

ること。単位の認定。研究指導の認定方法の決定と

その認定。その他。またこの項目には大学院担当教

官と ~＇＇＇i目勤講師に関することの決定等が含まれる。
（注11)

4）修士及び博士の学位の審査

5〕研究科会議の構成に関すること

6〕研究科長の選考基準及び任期の決定並ぴにその選

出。大学院年寄議会務議員の選考基準の決定及びその

選出

7）その他研究科に関する重要なこと

専攻の新設 ・改廃等，研究科の組織に関するこ

と，及び学生定員に関する概算要求については，限l

必斗・
戸

h
u

n
L
 



京大広報 1987. 2. 15 

述部局との聞で事前述絡が行われるのが適当であ

る。（注12)

（注11) 研究科が大学院の教育のための組織であると

されていることから，研究科会議の所学事項は

必然的に学事に関するものに限られるが，この

際，学事の実行のために必要なこと（例えば担

当教官の決定等〕は，所挙事項に含まれると考

えるのが適当である。

（注12) 大学院に関する概算要求は部局が窓口である

が，これについては部局と研究科との事前連絡

を密にすることが望ましし、。またこの際，研究

科から発議 ・提案することが認められるべきで

ある。

(3〕「大学院制度の改革について」（答「j1〔l〕から抜

粋）

2.研究科は，学部とは別の，大学院教育のための組織

とし学事の管理と運営のために研究科長及び研究科会

議を泣く。また，独立の事務機構を置くことが望ましし、。

〈説明〉前文に述べた趣旨に沿って大学院を充実する

という目的を達成する基盤として，研究科の円滑な運

営と立任体fj;ljの確立が必要であると考えられる。その

ために，教育組織としては，研究科を学部から独立し

たものとすることを提案する。ただしこれは教員組

織を分離することを意味するものではなく，したがっ

て研究科自体が一つの部局となるのではなL、。

研究科を学部から分離して運営することは，現在本

学においである程度は行われていることであり，本提

案は，これを制度として明確にしようとするものであ

る。

研究科会議は， 研究科の迎営機関であるが， これ

は，いわゆる学事を所学とするものである。研究科長

は，学部とは独立に運営されるべき研究科の責任者で

ある。なお，今後評議会の構成が検討される場合に

は，大学院との関連が論議せられることが望ましし、。

大学院を充実する目的をもって，各研究科は，いわ

ゆる大学院講座の設置や，研究科独自の施設 ・設備 ・

図：;n~宇の整備を計画し関係部局及び大学は協力して

その突現に努力すべきである。大学院講座の教員は，

上述の趣旨により，学部等に所属することとなる。な

お，現在の学部の教員は，従来どおり，大学院におい

て教育 ・研究指導に当たることとなろう。

研究科の事務を取叡う事務機構は独立に設けられる

べきであるが，このことは，事務定員の増加を前提と

して実施することが望ましし、。人員が著しく不足して

いる本学の現状では，これを一律に実施することは，

かえって負担加重や非能率をきたす成れがある。した

ヵ：って，当面は学部の事務機構が研究科のそれを兼ね

ることがあっても，やむを得なし、。しかし，扶手して

現状に安住することなく，関係部局及び大学は，人的

条件の改善のために努力すべきである。

(4）「大学院制度の改革について」（答申 〔l〕から抜

粋）

5.原則として，附置研究所等は，それぞれの実態に応

じて，大学院の教育に参加する。ただし参加の形態に

ついては多様性を認める。

（説明〉本学においては，従来から附置研究所等は種

々の形で大学院の教育や運営に参加してきたが，大学

院の研究 ・教育を充実する上で，これをより強化する

ことが望まれている。しかしこれらの部局は，本来

の目的，設立の過程，運営の現状などからして，直ち

tこ一律の形態で参加することは必ずしも適切ではない

と考えられ，その形態については多様性を認めること

とする。

例えば，附医研究所と大学院との関連の仕方として

は，次の四つの類型が考えられるであろう。

(a）研究所の部門を基幹と して独立の専攻を既設の研

究科に設置するもの。

(b）研究所の部門がそれぞれ関連する研究科の教育 ・

運営に参加するもの。

(c）研究所の一部の教員が大学院教育に参加するも

の。

その他，項目 4の一例として

ω）研究所の部門を基幹として，独自の研究科を新設

するもの。

なお，附置研究所等が大学院に参加する際の具体的

形態については，当該附置研究所等と関係研究科との

聞で協議することが必要であろう。

資料3 京都大学総合研究会議規程

〔昭和27年5月20日達示第15号制定〕

第 I：条京都大学総合研究会議（以下「会議」という。）

は，学術ならびにその応用の総合研究について研究分

野の連絡を図り，かつ，総合研究の振興に関する重要

事項を審議する。

第2条会議においては，総合研究の事項ごとに研究部

会を設け，部員を置く。

2 部員の互選により部長を置く。

第3条部会の設定および部員の決定は，会議の議決を

経なければならなし、。

第4条部会は，当該研究事項に閲して，必要な運的方

針を樹立し，かつ，部会と当該研究担当者との述絡を
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し、。図る。

2 部会の決定事項は，議長に報告されなければならな

し、。

第 5条会議は，次の者で組織する。

(1）総長

(2) 学部長

(3) 研究所長

(4）研究部会部長

(5）事務局長

2 総長は，会議を招集して議長となる。

3 波長に事放があるときは，年長学部長が代理する。

第 6条 会議に幹事を置き，庶務部長および経理部長を

あてる。

2 幹事は，議長の指仰をうけ会議に関する事務をつか

さどる。

第7条会議のi議事に関する細則は，会議の定めるとこ

ろによる。

2 部会の組織，運営その他郎会に必要な純l則は，当該

部会の定めるところによる。

附則

この規程は，昭和27年5月20日から施行する。

改正昭34.6. 11総長裁定

資料4 「大学院問題に関する調査研究」 （昭和53・54

• 55年度文部省科学研究費補助金（総合研究A）に

よる調査研究の研究成果報告書，昭和56年3月〉

（むすびー拠孟ーから占計約

提言〔2〕：提言〔 l〕の題旨に照らして， 大学院の整

備充実に関する施策は，人文 ・社会 ・自然の各分野にわ

たり，まずその基礎となるべき研究科 ・専攻について，

従来より絡段の質的向上をはかり，大学院がその独自の

機能を十分発仰し得るようにすることが重要である。

資質の高い大学院教官の確保とその研究活動の活発な

展開，大学院学生，とくに博土課程にある学生が，その

創立を杭極的に活かし得る適切な指滋体jj;1Jと，十分な研

究助成の尖施，ならびに修士課程のカリキュラムの充実

等を目標として，人員 ・施設 ・設備 ・予r.i：の面で，大学

院のための施策を強力に推進すべき時である。

学術研究の新しい動向や，種4の社会的要請に応じ

て，独立研究科 ・専攻を合めた新しい研究科の設置や，

さらにはすfしい引の大学院を設位することが必要かつ有

効な場合もあり，その際には，人員その他予算の商で比

佼的長期にわたり特別な配慮を必要とする。 したがっ

て，錠言 〔l〕の基本をふまえて，関連する分野の基礎

となる研究科 ・専攻の質的向上と整合し，相互補完の突

を挙げ得るよう綿債な計画がたてられなければならな

18 

以上に述べた大学院教育 ・研究の鉱充盤備の施策がも』｛

駆的に実施されるならば，七国立大学ではその教育 ・研

究活動において，大学院に独自の機能がー府高められる

こととなり，さらには大学が，大学院の研究科を基幹の

部局とすることも考慮に値しよう。その場合には専門分

野に応じた実態の相違に十分配慮しつつ，その具体的構

想と手続きが全学的立場から検討されてよいと考えられ

る。

資料5 大学院問題惣談会の報告「大学院の改善・充実

についてJ

（昭和53年8月文部省大学j前 （抜粋）

IV 独立大学院について

I. 大学院に対する多様な要訪にこたえるために，大

学院を主体とする大学，更にはw：ら大学院のみを位くい

わゆる独立大学院の設位の必要性が，：·~ま ってくるであろ

うということは，昭和49年 3月の大学；没i丘存在l談会の衿：，，，

「大学院及び学位llilJI支の改善について」において指摘さ

れていたところであり，これに基づいてl昭和51年 6月，

学校教育ー法の一郎改正が行われ，~（京大学院の .i!!:位が~j;IJ

度上可能となった。このような状況において， !fl在， ：Jt

つかの具体的な~立大学院の構想の検；、Iが進められてい

る。

この制度改正は，大学院の設置 ・運営に当たって判事

者のおlj立，工夫を生かし得るよう独立大学院についても

~MJ/tr上みちを！Jf ］ ＼，、ておくというのが本旨であり，具体的

な構悠！については，各分野において段々な発想、から主ufi1J

的な工夫が行われることが望ましく，現に検討が行われ

ている椛ー想についても，関係者の問で更に自主的な研究

が統けられその；な図 ・内符がより明確にされることをj切

符したし、。

第 2ifll会では，大学院に以lするぷ問題のうち特に独立

大学院のあり方について調査 ・検g討を行ってきたが，こ

のような立場から現段階では独立大学院の一般的なあり

方や基準等について検討するよりは，各委員から従Illさ

れた兵体的な試案について討議しつつ独立大学院を椛似

するに当たっての問題点を指摘し，これを関係者の参考

に供することが適当と考えた。

一方，独立大学院を構想する前に，まず既存の一般の

大学院の改善を考えるべきだとし、う立見もあり，また吏

に，基本的に，大学学部における教育 ・研究体制全般の

あり方と切り離して独立大学院の構想を進めることは適

当ではないとし、う立見もある。このような立場からの検

討も重要であり，今後もあらゆる機会において研究が続

けられるべきことはいうまでもなし、。しかしこれと併
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せて，現時点においても既存の制度の枠にとらわれず，

白由な立場からが『しい大学院の試案を提示しこれを検討

することは，現在の教育 ・研究体制の改善を促す契機と

もなりうるものと考える。

2 第2m~会の得議において独立大学院を構想する場

合の問題点として指摘された事項は次のとおりである。

(I) 既設の大学院において優れた成果が準げられて

いることはいうまでもないが，学問分野によ っては，

高度の研究者養成が必ずしも十分組織的に行われてい

るとは言L、難L、面もある。独立大学院は，このような

事情を背対とし，特に1l：盤的な学問分野であるにもか

かわらず人材養成が十分組織的に行われていない分野

や，学際的領減等lTしい学問的要請が高ま っている分

野で，既設の大学院では十分なj求巣が期待し難い分野

等について構想されることが有芯；義で、あろう。

また，このような観点から構想される場合には，独

立大学院は高度の研究者養成を中心としたものとな

り，その組織は5年の防士課程又は後期3年のみの博

士課程が原則となろう。

(2〕 ’手生入学定員については，博士課程修了者の就

職問題の状況にも卜分留意し，需給関係の依重な見通

しのもとに設定する必要がある。

(3) 既設の国公私立の大学や研究機関聞の？官接な述

燐協力を基織として独立大学院を構想することは，独

立大学院の制度的利点を生かし，教育研究の内終を充

実させるとともに，大学や研究機関間相互の交流を一

層推進するうえで大きな1主義があろう。

なお，この場合，この大学院と参加機関との関係，

また参加機関相互間のI）！：！係をどのように調整するかが

大きな問題であり， U本的構迩！にJ!ilして十分に倹討す

る必要がある。

また，独立大学院は，全く新たに創設される場合も

考えられるが，その場合にも，関連する既設の図公私

立の大学や研究機関が参加し，これら相互の交流を促

進して，全体として水準の向上を図る機能を担うもの

として桃恕されるべきである。

( 4) 既設の附l宜研究所や共同利用研究所等の研究機

関を中心的な基綻としてをIt立大学院を構怨する場合に

は，当該研究機関の目的とする分野について高Mの研

究に密~"i・し充実した教育，研究指導が行われることが

期待される。しかし， 一方，これらの研究機関は特定

の分野の極めて専門化した目的をもっ場合が多いこと

に十分樹立する必要がある。独立大学院が学生の教

育，研究指導を適切に実施するためには，その組織が

特定の狭い専門分野に限定されることなく，十分な幅

広い分野をカパーし得るよう，これらの研究機関を基

礎とすると同時に，大学をも合めた広い範囲の協力体

11却を確立することが望ましし、。特に共同利用研究所に

ついては，その共同利用機能との矛盾を避け，むしろ

それとの調和を図ることが重要であろう。

(5) 各研究機関が連携し，それぞれの目的の範囲内

において大学院教育に参加することは，それぞれの研

究遂行のうえでも極めて有意義であるが，大学院教育

への参加に当たっては，各研究機関の教員組織，施設

設備等の状況を勘案し，固有の大学院学生を擁するこ

とが過重の負担をもたらし，研究機関としての本務の

遂行に支障を生ずることがないよう，似ill:な考慮が必

要である。

(6) 独立大学院が設置の趨旨に沿って活発な活動を

展開してし、くためには，教員の人事が停滞し，研究 ・

教育体制が固定化することのないよう，例えば客員部

門の設置，一定期限による教員の交替制の採用等によ

る内外の他の機関との交流の活発化など，種々の新し

い試みを都極的に考慮するとともに，教員のいわゆる

インプリーディ ングを避けるような工夫をすることも

必要である。

独立大学院「数理科学研究七ンター」（試案）

(I）目的

数理科学における優れた研究者を育成する。独立大学

院として固有の大学院学生を持つとともに，他の大学院

と協力し，教員 ・学生の個人又はグノレープに活発な研究

の場を提供する。

研究分野は，基礎数学，数理物理学，数理生物1 数

理工学，数理社会学等とし，基礎数学を伎とし，数理的

方法による諸科学のフロンティアをもってこれを包み，

純粋数学と応用数学の実質ある協力を生み出す。

(2）組織

仮称「数理科学研究センター」として，若干の悶有の

教員，研究員及び学生とともに，答負としての教只，研

究員及び学生を持つ。

大学院は，修士課程及び博土諜程のfJ't重ね方式又は並

列方式とする。他大学大学院学生の委託桁導も行う。ま

た，研究生として再教育を行う。

短期研究及び教育計画として短期教育コーλ，研究セ

ミナ一等を主催する。

(3) 他大学との協力関係

第：.nとして内外の大学から有限期間の在絡を可能にす

る。また，固有人員としても他大学教員が併任し給料

をも分担し得るようにする。国公私立の別なく他大学在

籍者がこれに関与し，近接し得る条件を整える。また．

海外の大学の研究者や学生についても国内のそれらに刊に

じる条件を整える。

（倣考〉
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規模については，教員 ・研究員 ・学生総数130～190

人程度とする。当初は 1/2～1/3の規模とし， 約10年間

にフルサイズに成長させる。

教授 助教授 研究員大学院学生

専任 10 10 10～20 30～40 

（究そ生の等他研）

客員 10～20 10 10～20 

資料6 「学術振興に関する当面の基本的な施策につい

て」

（学術審議会第3次答中，昭和48年10月31日〉

（抜粋）

JI 基本的施策の提案

I. 研究組織の体系の獲備と改革

Iに述べた学術研究をめぐる一般的動向を念頭にお

き，学術振興の基本的考え方に沿って，大学を中心とす

る学術研究体制に関し，特に必要と忠われる改革ないし

整備充実のための具体的提案を，以下6項目に分けて行

う。

(I）研究組織の体系

独創的ないし先駆的研究の発展の必要性と，大衆化さ

れた大学としての教育機能の拡大とし、う要諦の両面に対

処して，学術研究体制lの整備を考えるとき，おおむね次

のような構図が想定されよう。

在来の学部は，伝統的に確立した学問の系列ないし分

科体系に即して，講座（学科目〉を基盤として構成され

ており，学生の教育を担当する役割からも，比較的安定

した性格をもってきたが研究組織としては流動性に欠け

るところがあり，また研究と教育の二つの機能の調整や

学部の枠をこえた幅広い教育の実施などの点に問題があ

る。

そこで研究部の組織をより流動化しかつ，教育の機

能について全学的に対処するための改革が要請される。

そのような改革案のーっとして（ 2 ）に述べるような新

たな「ファカノレティ 」の構想を挺楽する。

一方，格段に発展させるべき特定の分野における先駆

的研究や大規模な施設 ・設備を中心とする研究などのた

めには，研究所の組織が対応する。研究所は，制度とし

て設置される研究組織としては，学問の体系と自己の研

究の発展に応じて最も流動的に変化できるものであるこ

とを必要とする。

以上の組織のほかに， ( 5）で述べるような，研究の

領域やプロジェク卜の性絡によっては極めて流動的な研

究述般の組織で刈応する，いわゆる「自に見えない研究

所」の役割も重視する必要がある。

(2）教員組織と教育機構との分離による学部の改革

教員の組織は，いわば「教員を容れる穏」として，学

問の体系がその発展に応じておのずからに持つ分科体系

にfillして使宜上分けられた構成休とすることが望まし

し、。

このような「教員を容れる器」を使2主上「ファカル

ティ」と呼ぶとすれば， 「ファカルティ」は， 学問の分

科体系の発展に対応した教員組織の単位であり，そこに

は，同一専門分野の教員が集って，自由な創ft、に富む発

想をいかしつつ，その分野の研究に専念する。

一方，教育機械は， いわば「学生を容れる器」とし

て，大学が全体としてこれに当たることとする。教育機

構は， 一種の管理組織であって，学生の｝佼修進学から健

康管理に至るまで，全学的な規模で統一的に企画し実行

に移す役割をもっ。すべての教員は， 「ファカルティ」

において研究の任務を遂行するとともに，全学的教育機

構において，それぞれの専攻分野に関する教育を担当す

る責任を:f'J.う。

教員組織と教行機桃とを分離して学部の改革を図る上

述の構想は， 一般的にいって，すべての大学に妥当しう

るものと考えられるが，学部ないし大学の規模が非常’に

大きいか又は非常に小さい場合には，別の方途を工夫す

る必要もあろう。
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