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No. 316 京 大広報

受験機会の複数化について

はじめに

国立大学協会（国大協）の昨年秋の総会（第77

回，昭和60年11月14日）において，「国立大学の

受験機会複数化は，昭和62年度から実施する方向

で検討する。なお，具体的実施方法については，

昭和61年 4月末までに結論を得るように努力す

る。」と決議され， 以来， この国立大学の入学試

験改革の具体的実施方法について，この半年間と

いう限定された期間に検討と審議が真剣に進めら

れてきた。

木学では，この間，部局長会議を重ね，入学者

選抜方法研究委員会（入選研）並びに入学試験委

員会（入試委員会）をたびたび聞いて，各部局で

の意向を尊重しつつ，全学的な調整と実施体制の

確立に努めてきた。入試の問題は，評議会事項で

はないが，京都大学として如何に対処すべきかは

重要な課題であると判断し，学内における論議の

経過と国大協における協議検討の過程を，時を追

って評議会（ 4月15日， 5月20日， 6月17日）に

おし、て詳しく報告してきた。ここでは，この 3回

の評議会報告の内容をもとに，受験機会複数化実

施に至る経過と本学のとった姿勢を述べる。

大学の入学試験は，本来，各大学が自主的に行

うものである。国大協は，自主性をもった各国立

大学の連合体として，国立大学相互の緊密な連絡

と協力をはかることにより，その振興に寄与する

ことを目的とする団体であって，協議 ・協調はす

るが，調整の結果を各国立大学に強制しないのが

その基本的立場である。

本学においては，京都大学通知j第6条に「入学

志望者に対しては，試験を行う。 2 試験は，当

該学部の定めるところによる。」と規定されてお

り，この条文は，入試のあるべき姿として，各学

部が入学試験の実施と入学者の選考の責任をもつ

ことをその基本とすることを示している。本学全

体としては，これら科学部の立思決定を基礎と

し，さらに1'111日長会議，入選Nr，そして入試委日

会において審議 ・検討をIf[ね，全学一体となった

昭和61年 7月 1日

総長西島安則

万全の入学者選抜の体制を確立するのである。

今回の受験機会の複数化案は，国大協の昭和58

年春の総会（第72回，昭和58年 6月21日）におい

て，大学入試全般を見直して適切な大学入試の在

り方について検討する入試改善特別委員会が設置

された段階で・提起された。その具体的な内容の検

討は昭和59年春の総会（第74回，昭和59年6月19

日）から開始され，翌60年春の総会（第76回，昭

和60年6月20日）において，「国立大学の受験機

会の複数化については，引き続き検討を進める」

ことが決定された。このような経過ののち，昭和

60年秋の総会（第77回）において，円頭に引用し

たような決議が行われた。そして，半年後の本年

5月7日に聞かれた国大協臨時総会において，

「国立大学の受験機会の複数化についての昭和62

年度実施要領」と「実施細目」が決定され，国立

95大学の入試期について， A日程グループと B日

程グループとに分かれる案がまとめられた。その

後さらに，入試改善特別委員会を中心に，細部の

検討が進められ，本年春の総会（第78回，昭和61

年 6月18日）において，前記「実施要領」並びに

同「実施細目」の一部修正が承認された。これに

よって，国立大学の昭和62年度入学試験における

受験機会の複数化を実施する前提が整ったので‘あ

るが，討論の最終段階における集約の過程は決し

て平坦なものではなかった。

大学の学風を継承し，特色ある発展を期する上

で，各大学が主体性をもって入学試験の在り方を

検討することは，大学にとって最も重要な課題の

一つである。また ， l~I立大学全体としての入学試

験の改革については，これまで国大協で各大学の

意向を尊重しながらそれらを集約して，入学試験

の在り方を調査 ・検討し，協議を重ねてきた。入

試改革は，わが国の高等教育改革の一環であると

いう，明確な位置づけがあたえられねばならず，

かつまた，それは各大学の向主的な審議 ・検討を

基盤とした内発的な改革への原動力があって，は

じめて，その成果が期待されうるものであろう。
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入学試験は社会と大学との重要な接点の一つで

あり，現在の進学事情の中でこれに対する社会の

関心が深いことは当然である。しかし，大学の入

学試験の在り方に対する社会の要請の実態を正確

に把揮し，入学試験の改革が社会に及ぼす影響を

予測することは容易ではなし、。入学試験の改革を

推進する動機のーっとして社会的要請を挙げるな

らば，改革による効果の解析は一層松重に行われ

るべきである。このたびの改革の実施への経緯

は，改めて，大学の自治，国大協の基本的性格と

その運営方法，さらに，最近の教育改革にかかわ

る論議の進め方と改革の手順など，多くの重要な

課題を提起したといえよう。

受験機会複数化実施案に至る国大協での論議の経

過と本学の対応

a）共通第一次学力試験の導入と凶立大学入試

期の一本化

このたびの国立大学の受験機会の複数化への論

議は， nri和40年代後半からの，国立大学の入試期

一本化の検討経過と深くかかわっているので，ま

ずこの経過について概要を述べる。

昭和40年代の後半における大学進学率の急速な

増大に伴い，国立大学のいわゆる I期校 .Il 期校

の格差についての問題が国大協のなかで論じら

れ，この i期校 .Il期校の制度を解消してほしい

との声が強くなった。そのため，国大協に入試期

特別委員会が設置され，国立大学の入試期を一本

化することについての検討が進められ，「入試期

CI期 .Il期制）の改善に関するアンケート」調

査の結果が国大協総会（第53回，昭和48年12月12

日）に報告された。この総会において多くの大学

から入試期一本化の意見が述べられた。これをふ

まえて，昭和49年 4月，再度「国立大学の入試期

に関するアンケート」調査が行われた。その際，

「国立大学入試期一本化に関する参考資料」とし

て，入試期2回制と 1回制のそれぞれの特徴と問

題点を詳細に比較検討した委員会報告書が発表さ

れている。国大協の中では，このように国立大学

の入試却j一本化を実現しようとする強い意見が多

かったが，一方， 2回の受験機会を失うことに問

題があるとする意見もあり， また当時の H期校の

中にも2回'il;IJの）Iが良いという；立見もあって，結

局一木化の問題も，また IJtJJ・1則市｜！の合理的な

再編成についての論議も国大協全体としての一致

した結論には至らなかった。

しかし，大学への進学率がさらに増大しまた一

部の入学試験にみられたいわゆる難問奇聞の弊害

も問題視され，国大協では昭和48年 8月から入試

改善調査委員会を中心に新しい方式として共通第

一次学力試験をとりあげ，その具体的な調査 ・研

究が始められた。問委員会から昭和49年 5月に

は，共通第一次学力試験の実施についての趣旨と

概要が，中間報告として発表され，これについて

のアンケート調査が行われた。この共通第一次学

力試験は高等学校における大学受験準備競争の過

熱化をできる限り抑制し，しかも受験生がよきにつ

けた実力と大学への適性を的確に判断したい，と

いう考えから出発したものといえよう。そして，

この共通第一次学力試験の突施とともに，懸案の

I期 .Il期制の問題も再考されることとなった。

国大協の昭和51年春の総会（第58回，昭和51年

6月22日）で「この共通第一次学力試験は大学入

試の改善に資するものである」との結論が下され

た。さらに，次の同年秩の総会（第59回，昭和51

年11月17日）において「共通第一次学力試験は，

昭和54年度の大学入学者選抜から実施可能であ

る」との結論に達した。これは，全国の国立大学

がそれぞれ自主的に行う入学試験の一部を，共通

第一次学力試験として共有し，一般的学力を判定

するとともに，各大学が二次試験を実施して，大

学の特色に合せた適性を評価し，これらを総合し

て合否を判定するという趣旨である。この共通第

一次学力試験の実施に際し，国立大学の二次試験

の期日も一本化し，懸案の I期校 .Il期校の問題

もこれを契機に解消しようとし、う結論に至った。

b）受験機会複数化葉の検討とその過程での本

学の意向の表明

この共通第一次学力試験は，その後，国立大学

関係者の努力によって内容が充実し，当初意図さ

れた大学入試の改善がある程度達成された。しか

しながら，この共通第一次学力試験にも，その後

の進学状況の変化の中で，し、くつかの欠点、が指摘

されるようになった。国大協の昭和58年春の総会

（第72回）では，このような共通第一次学力試験

に対する批判も考慮して，技術的な側而からの見

l直しにとどまらず，大学入試の在り方とL、う根木

的な｜問題を検討することを 目的として，入試改葬
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特別委員会が新たに設置されることとなった。こ

の入試改普特別委員会では， 「社会的観点から入

試全般を見直して適切な大学入試の在り方を検討

する」という立場から，共通第一次学力試験に問

題点、はあるものの，それに代るべき適当な案を直

ちに得ることは困難であるということから，さ し

あたり，共通入試制度の存続を前提にして，その

出題教科 ・科目，自己採点方式，そして，いわゆ

る輪切り現象との関係等について検討するととも

に，第二次試験の受験機会複数化についても検討

することとなった。

この入試改善特別委員会での論議は，その後，

!J<l大協の昭和58年秩の総会（第73回，昭和58年11

月16日）及び次の春の総会（第74回）で詳しく報

告された。昭和59年 8月に国大協は，それまでの

審議の経過を「今後の入試改善検討の進め方につ

いて」として各大学に報告したうえで，「入試改

善に関するアンケート」調査を行った。このアン

ケート調査に対して本学は「受験機会の複数化の

ためには，大学の自主性に任せた二期制が望まし

L、」と回科している。これら各大学からのアンケ

ートの結果は11(3和59年秋の総会（第75回， flR和59

年11月16日） で報告論議された。ついでi昭和60年

4 J1，共通第－次学力試験の利f日方法，及び受験

機会の複数化についての入試改善特別委民会の改

1'1 ＇•：案が捉示され，「大学入学者選抜方法の改苦に

関するアンケート」調査がなされた。これらのア

ンケートに対して本学では，各部局からの芯：向が

集められ，全学的に入選研でまとめられたうえ

で，部局長会議の議を経て回答がなされた。受験

機会の複数化については， この場合も，「受験機

会の複数化に関しては，大学の白主性に任せた二

期制が望ましL、」と重ねて回答するとともに，

「試験期日の振り分け方法，受験者及び入学昨退

者の増加害事に刈する具体的 ・技術的対応策が明確

でないので，試験期日の設定等についての設聞に

ついては質存の判断はできない」とのな見を述べ

た。

これらのアンケート調査の結果をもとにして，

入試改善特別委員会では，国立大学入学者選抜方

法の改革案を策定して，昭和60年春の総会（第76

回）に提出し，総会でその改革案が承認された。

その改革案で・は，共j函館一次学力試験の教利 ・

科目等についての改ifを決め，実施時期を 11?1不！］

62年度からとしている。しかし，受験機会の複数

化については，「引き続き検討を進める」となっ

ている。受験機会の複数化の具体的な実施方法に

ついては，過去の経緯をふまえて，なお検討を

加え，秋の総会において決定できるようにしたい

というのがその趣旨であった。総会の府では，

「複数化を62年度から実施することについては，

みあわせるべきではないか」という意見も出され

た。また，「試験期日を各大学の自由に任せるこ

とで果たしてうまくいくであろうか。地域別，分

野別のパランスが必要ということになれば，各大

学の自由ではなくなるのではないか。」という基

木的な疑問も提出されていた。

入試改善特別委員会では，「国立大学として，

個性に富んだ優れた学生を確保することは重要で

あり ，そのためには，基本的に各大学の第二次試

験による入学者選抜方法の多様化がより一層なさ

れることが必要である。また，受験生側からみて

も，複数の国立大学が受験可能となることは，意

義があることと考えられるりとし、う基本的な見

解のもとに，さらに具体的実施方法について審議

がすすめられた。そして，それまでのアンケート

の集計結果浮から，この受験機会の複数化は，

「大学側においても基本的には賛成の意見が多

く，また，高校側からも強い要望があり，社会的

にも関心が高く，早急な実現を望む戸も高まって

いる」ので，「昭和62年度から，受験機会複数化

の実現のため，積極的に対応する必要がある」と

結論され，昭和62年度から暫定的に施行する案が

策定された。これをもとに，昭和60年9月，「国

立大学の受験機会の複数化に関するアンケート」

調査が，国立大学長宛になされた。このアンケー

トに対して本学では，これまでと同様に各部局の

な見が入選研でまとめられ，部局長会議の議を経

て回答されているが，昭和62年度からの実施につ

いては基本的に「質成」の意向を表明している。

ただし， 「充分な審議の余裕のないまま実施する

ことに批判的な芯；見も多し、」と注記され，さら

に，「このような重要案件を学長アンケートの形

で問うのには，大きな問題がある。大学へのアン

ケートとし，大学内で検討するための充分な期間

を与えて問うべきである。」との意見が付け加え

られた。

このアンケート調査の結果は，入試改善特別委

η
J
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員会でまとめられ，国大協理事会（昭和60年10月

28日）で論議されたが，理事会での結論は，「 1' 

受験機会の複数化は，昭和62年度から実施する方

向で進める。2，実施するに当って，一番重要な

ことは各大学の自主性を尊重するということであ

る。 3'62年度から実施する場合に，その具体的

実施方法の詰めをしなければならないが，その検

討については明年の 4月末までに結論を得るよう

に努力する。」ことになった。以上の経緯を経て，

昭和60年秋の総会（第77回， 昭和60年11月13日）

において，はじめに述べたように，「国立大学の

受験機会の複数化は，昭和62年度から実施する方

向で検討する。なお，具体的実施方法について

は，昭和61年 4月末までに結論を得るように努力

する。」 ことが決議されたのである。 この際に入

試改善特別委員会は， 「国立大学の受験機会の複

数化についてのメモ」を提出し，総会の承認を得

ているが，そのメモにある「検討に当つての前提

条件」は，次の通りである。「 l，受験機会の複

数化は，できるだけ実質的意義を持つ複数化であ

ることが望ましL、。 2，受験機会の複数化が，各

大学の自主的選抜方法を阻筈するものであっては

ならなし、。 3，受験機会の複数化が，いわゆるIR

I期校 ・E期校制の弊害を再現しないように留意

する。 4，受験機会の複数化については，入試関

係の事務処理が可能であることが条件である。」

この第77回総会の決議を受けて，昭和62年度第

二次試験の実施方法 ・日程等を検討するため，国

大協の入試改善特別委員会は具体的な実施案を立

案し，これについて各国立大学宛のアンケート調

査を昭和60年12月に改めて行った。このアンケー

トはそれぞれの大学 ・学部の意見を集約するため

に回答期間は 2か月間とされた。

受験機会の複数化の蚊終的な実施案策定に向け

て，大詰めの段階で実施されたこのアンケー卜に

対しては，木学のそれぞれの部局において特議が

深められ，入選研で論議が重ねられたうえ，田容

がまとめられたが，その中で，「受験機会の複数

化実施において，それが実質的意味を持つために

重要であると考えられる事項」については次のよ

うな意見が表明された。「 l，『旧 I期 .II期制の

弊害』について，それがあったとするならばその

実態が何であったか改めて確認しておく 必要があ

る。 2，どのような入試制度を採用しでも ，大学

1名差とよばれるものを無くすことは， 現実の問題

として不可能であるが，一回特色のある大学づく

りを目指すべきであろう。」なお，次のような意

見も付け加えられた。「 l，入試制度の改定にあ

たっては，受験生の立場も充分考慮し，世論の納

得を得ることのできるようなデータを示すべきで

ある。特に現行制度設置理由ならひγこ，結果に対

する反省、をまとめておくべきである。 2，アンケ

ートを中心とする入試制度改定手続きには問題が

ある。」

受験機会複数化実施の決定とグループ分けのまと

めに至る論議の経緯

国大協における受験機会複数化に至る論議は，

それぞれの段階で，部局長会議において報告さ

れ，また，アンケート調査に対しては，その都

度，各部局の意見をまず入選研において集約し，

それを部局長会議で検討した上で本学としての回

答を作成した。しかしながら，昭和60年秋以降

の，受験機会複数化への入試改革実施案策定への

歩みはとりわけ急て‘あり，学｜人jでは，より慎重か

っ基木的な論議をぷくす必要があるとの :rr~見も次

第に強くなってきた。また，アンケート調査の結

果のまとめが， 11~大協の入試改善特別委員会にお

いて，いろいろの立見を取り入れるように腐心配

慮されたとはいえ，入学者選抜方法の改革実施案

は，本来，大学の自主性を最も尊重せねばならな

い性格のものであって，それが結果として，少数

立見を噂重しえない形で進められることに対する

危快と苛立ちも強くなっていた。このことはアン

ケート調子医への木学の回答においても折摘してき

た所で‘ある。

昭和62年度受験機会複数化実施案についての最

終段！併のアンケート調査に対する回答をまとめる

にあたって，総長としては，昨年12月就任以来，

頻繁に部局長会議を開催し，｜浪られた期間内にで

きるかぎりの学内の立見の集約に努めた。また，

国大協の委員会等においても ，国大協は協議 ・協

調をする場であり，それぞれの大学の自主性を重

んじ，不自然な調整をする機関となってはならな

いということも強調してきた。しかし， 62年度か

ら受験機会の復数化を実施するという方向が既に

決められている状況下で，かつ，その受験機会の

複数化を実質的意義をもつものとすること，いわ
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ゆるIF!I j切・Hj加1~u の弊主与を flf!Jl しないことをがJ

JJ止条件として検，；、け句ゐことは， ~-t-; JJ'.i fこ 1:X って極め

て困難であった。このような入試改革を各大学

の自主性を的.m:しつつ，速やかに実施すること

は，国大協が果たしうる機能の限界を超えている

のではないかとさえ感じられた。しかし，事態の

動きは既に怠なものがあり， 62年度からの複数化

の実施を見送るとし、う結論に至る途は，ここへき

てほとんど残されていないのではないかと思われ

た。

いわゆる旧箱’大七大学の学長の集まりにおし、て

は，今年のはじめの段階では，わが国の高等教育

の全体の中での人材の育成と適正な配分の見地か

ら，七大学の入試期が同時期であるのが自然の姿

であるとする考え方も出されていた。しかし他

方，国大協のrj-1の論議では，受験機会の複数化を

実質的な意義をもつものとするために，七大学の

入試期を何らかの形で二つの日程に分けることが

必要とされ，それを前提として検討を進めるとい

う空気が既に拡大しつつあるように思われた。こ

のような七大学学長懇談会の模様や，また，国大

協の入試改善特別委員会での論議の推移は，今年

の1月以来毎週聞かれた部局長会議で詳細に報告

した。こうして会議を重ねながら，本学としての

基本的な対応について論議を進めたのである。

2月に入って，部局長会議では，このような的

勢に刻処する基本方針を論議したが，もし七大学

が二つの入試期に分かれることになった場合，京

部大学としては，大学の自主性を中心にすえ，他

の大学がし、ずれの入試期に入るかによって本学の

とるべき入試期を決めるのではなく ，どのような

状況のもとでも，本学として適切に入学者を選抜

しうることを基ー本に考えるという点にオ品、て意見

が一致していた。また，入選研では，凪大協での

受験機会組数化実施案の検討と並行して，この案

についての各部局の意見を交換し，受験機会の複

数化が実施された場合の本学の入試実施体制にお

ける諸課題の研究を進めた。この間，部局長会議

に入選研委員長の出席を求め，本学としての基本

姿勢，国大協における検討の趨勢，また， 具体的

な入試の実施体制について論議を深めた。

前項の最後に述べた「国立大学の受験機会の複

数化に関するア ンケート」（大学宛，第 1回）の

集計が国大協の入試改善特別委員会で行われ，そ

の結果をふまえて 3月のはじめには「国立大学受

験機会の後数化についてのIll:{和62年度原案」及び

「実施日程案」が作成され， 3月9日付けで 「国

立大学の受験機会の複数化に関するアンケート」

（大学宛，第2回） の調査が行われた。これにつ

いても ，本学としてはそれまでのアンケー トと同

様，学内の意見を集約して，その実施原案及び実

施日程案に対し，「グループ分けの内容の提示が

ないので，賛否の表明はし難し、。さらに，グルー

プ分けの決定が 4月末頃までとすれば，その検討

期聞はi寝かすぎる。」という；昔、見を述べた。

3月に入っても，近畿地区の国立大学長の聞で

は，このたひ、の改革の実施には，なお慎重な検討

を要する問題が多いとの意見が強かったが，他の

いくつかの地区においては，七大学が二つの入試

期に分かれるべきであるとの意見が大勢を占め，

そのことが受験機会複数化実施への必須の要件で

あると強く主張する地区もあった。さらに，受験

機会の複数化こそが社会的要請であるとする論議

も行われた。七大学の学長懇談会は，このような

状況の中で，七大学のとるべき姿勢を回を重ねて

検討したが， 3月の中頃になって，入試制度の改

平において実質的忠義をもっ受験機会の複数化を

実現するために，全国95の国立大学が二つの入試

期のグループに分かれるには， 七大学が二つのグ

ループに分かれざるを得ないと判断するに至っ

た。そして，七大学はそれぞれが 3月末を目標と

して，このことについて意向を固めることになっ

た。

本学の意思表示の内容を決定するために，総長

としては，たびたび長時間の部局長会議並びに部

局長懇談会を聞き，各部局での検討の意向を集約

することに努めた。はじめに述べたように，本学

では，入学試験は基本的には各学部の定めるとこ

ろによって行うのであるが，具体的な実施に当つ

ては，全学が心を一つにして，万全の協力体制をと

らねばならぬことはいうまでもなし、。 3月28日に

なって，部局長会議では，これまでの基本方針に

沿って，次のような意向を固めた。すなわち「受

験機会の複数化が実施される場合，入試期の設定

については，各大学の自主性を最大限に尊重する

とし、う立場で，京都大学としては，他大学のグル

ープ分けの在 り方には， あえて意見を述べなし、。

京都大学の入学試験は，入学者の選抜に十分な日

凋
告

。。
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組を確保するために，仮にA, Bt 、ずれかの 円訟

を係らねばならない場合には，主木的には1Jljのブj

の3月1日を初日とするA日程を選択したし、。し

かし，別の方法で別の期日に試験をすることを含

めて検討している学部もあるため，そのことにつ

いては，その可能性を最後まで保倒したい。」 と

いうものである。

この京都大学の意向は， 3月の末日に，東京大

学学長に伝えられた。このように’七大学の意向が

集められて， 4月3日に，いわゆる七大学の二分

案として発表されたのである。七大学の入試期を

二つに分けるこの案が，記者会見の形で国大協の

会議室で発表されたため，これが国大協の決定で

あるかのような印象を与え，このことがL、ろいろ

の論議を生んだ。この発表はもともと，入試期の

ク’ループ分けに対する七大学それぞれの基本的な

意向がまとめられたものである。これは 4月末ま

でに，国大協として複数化の実施案をまとめると

すれば，時期としてぎりぎりの線であり，七大学

がそのきっかけを作らねばならないという判断が

あったためで、ある。

このころ，受験機会の複数化の実施に対する学

内での論議が活発化したが， －i::要な論点をここに

挙げておこう。

まず，基本的に，今回の入試改，.，.，の進め方は急

ぎすぎではないか，ということが論ぜられた。こ

のような改革はその影響・や具体的な実施における

問題点について慎重な解析と検討を経た うえで，

実施とその時期を決めるべきである。そして，入

学試験にのみ焦点をあつめるのでなく，改革がわ

が国の高等教育の改革の一環として持つ芯；味を深

く蝦り下げ，いわゆる社会的要請に含まれている

ことがらの本質と，大学自身が主体的な改革を進

める際の内的要因について十分論議を尽くすべき

であろう。この観点、から，国大協が性急に結論を

得ょうとすることを批判する意見があり，さらに，

このような論議を進める場としての国大協の位置

づけ，すなわち大学と国大協との関係そのものに

ついての疑念を表明する芯見も強く出された。こ

れは一つには，今回の改革が，先に実施時期を決

めた上で，その限られた短L、期間内に，アンケー

ト調査を重ねて具体的な実施集を形成していくと

いう進め方に，手続き上無理があったことにもよ

るものと考えられる。国大協における入試改善に

｜長jナゐ，と，れまでの長い論議の経*11tがあるにして

も，共休（Iりなグループ分け会合めた実施主主：の抜Ai.:

には，それぞれの大学が自らの入学試験を改革し

ようとする令立の形成がその基本的前提とならね

ばならなし、。このような合意が学内においてなさ

れるには，基本的な理念、の問題から段階を経て具

体案に到達する道筋において理解と協力の気持が

陪成され，改革の実行への意思が形成されねばな

らなし、。このためには十分な時聞が必製て‘ある。

この時間の問題を軽視すると，そこに生じた無理

が蓄積されて，改革に対する危倶の念となり，つ

いには，本来協議の場として構成されている機関

そのものに対する反発をも惹起することになるの

である。

4月のはじめから，学内で表面化したこれらの

意見はすべてもっともであり，それらは決して 4

月に入って突発的に発生したものではなく，前項

に述べたように，これまでに，国大協アンケート

調査のたびに本学の意見として，一貫して述べて

きたものであった。

前に述べた「国立大学の受験機会の複数化に関

するアンケート」（大学宛，第2回）に対する各

大学の回答は， 3月の末に国大協に集められ，入

試改善特別委員会で検討された。そのアンケート

調査で示された各大学の意向がWHされた結果は

次の通りであった。 95大学のうち， 86大学は大学

としてまとまった回答をしたが，そのうち75大学

は「実施原案」並びに「実施日程案」に賛成の意

向を表明している。原案に対して 5大学が一部修

正の案を提出し， 3大学が昭和62年度実施は時期

尚早ではないかとの意見を述べ，原案に不賛成又

は反対の芯；向を表明したのは 2大学であった。前

に記した理由によって，賛否を保留したのは京都

大学のみであった。この他，学部別に回答した大

学が 9大学あったが，そのうち 4大学は全学部あ

るいは多数学部で賛成の意向を示し， 2大学は学

部によって一部修正の意見があり， 3大学は学部

によって不賛成又は時期尚早の意見があった。入

試改善特別委員会では，このアンケート調査の回

答に示された意見や修正案を検討して，「昭和62

年度実施原案」及び「同実施日程案」のそれぞれ

について，改訂版を作成し 4月11日付けで，アン

ケート調査の集計結果とともに各大学へ送付し，

この「実施原案」と「日程案」を 5月7日に開催
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を予定されている国大協臨時総会へ提出すること

とした。

4月のはじめの七大学の入試期のグループ分け

についての案の発表は，全国の国立大学の具体的

なグループ分けの検討のきっかけとなった。国大

協では，北海道，東北，関東 ・甲信越，東海 ・北

陸，近畿，中国 ・四国，九州の七地区で，まずそれ

ぞれの地区におけるグループ分けについて案を繰

り， 4月17日に，この七地区の世話大学の連絡会

を聞いて，各地区での検討経過を互いに報告し，

全体としてのクソレープ分けについて論議すること

となった。この間，近畿地区並びに全国のグルー

プ分けについての会議において，京都大学は学内

で、の論議を煮つめる過程にあるので，最終段階

まで入学試験の在り方にパラエティーの幅を保持

したいということについて，理解を求め，幸いに

関係大学の理解を得ることができた。こう して，

学内では各学部 ・教養部等で，受験機会の複数化

に伴う諸問題について真剣な論議がつづけられ，

また，部局長会議が重ねられた。

4月21日に昭和62年度第2次試験の実施日程に

ついての国大協からの最終的な照会が， 4月末日

を回答期限として各国立大学に出された。これに

対し，本学としての回答を 4月26日の部局長会議

で決定することにした。この会議では，これまで

の部局長会議並びに部局長懇談会における論議，

各学部，教養部での真剣な討議をふまえ，京都大

学としての自主性を保持し，学部の自治を尊重す

るとともに，入学試験が京都大学全学の協力のも

とに突施されるための方策について審議を深め

た。その中で，国大協の主要なメンバーと しての

木学の責任に鑑み，このたびの入試改ホの突施に

いかに対処すべきかについて選択を行った。この

結果にもとづいて，京都大学は同大協に 4月28日

付けで次のように回答した。

「5月7日に開催される臨時総会において慎重

に審議検討が行われ，その結果『実施（案）』及

び『実施日程（案）』が合意に達し，昭和62年度

実施が決議された場合には，本学は以下のように

実施する。

昭和62年度第2次試験実施日程

A日程グループー・・ー 3月1日より，全学

部，但し法学部については募集人員の

一部で実施

B日程グルー プ・・・・一...3月5日より，法学

部について上記A日程グループで実施

した残りの募集人員で実施」

5月6日に国大協の理事会が開催された。この

理事会では，主として，その翌日開催される臨時

総会に向けて，「国立大学の受験機会の複数化に

ついての昭和62年度実施要領」とその「実施細

目」の提案についての審議が行われた。まず，昨

年秋の総会以来二十数回にわたって聞かれた入試

改善特別委員会並びにその小委員会における論議

の経過が報告され，これまでのアンケート調査な

どによって集められた各国立大学の意向並びに各

地区での討議の結果が総括された。入試改善特別

委員会を中心として，検討が重ねられてきたが，

時間的な制約のゆえに，特に最後のとりまとめの

段階では議論が同特別委員会の内部に限定されざ

るを得なかったという事情もあったので，この理

事会で真剣な討議が行われた。そこでは， I期 －

E期制を廃して閏立大学の入試期を一木化するこ

との検討を始めて以来，長年にわたって国大協で

行われてきた入学試験に関する改革案の策定とそ

の実施結果の解析のなかで，このたびの受験機会

の複数化とし、う改革案は，どのように位置づけら

れるべきかとしづ基本的な問題が論議された。ま

た，今回の具体的な実施案の策定が，各大学への

フィードパックを十分に重ねる時聞がないままに

進められたとし、う手続き上の問題，さらには国大

協の基本的性格についても討議された。しかしな

がら，受験機会の複数化を62年度から実施する方

向で進んできた検討の最終段階にきて，理事会で

の論議の焦点は，むしろ，実施の具体的な内容や

日程と， 95の国立大学の試験期のグループ分けの

IAJ符に集中されがちであった。なお，昭和62年度

の同立大学第2次試験実施日程のグルー プ分けに

ついては，国大協の総会でその案を審議し，決定

するという性格のものではないことが了承され，

総会にはグループ分け案としては提出せず，各大

学で決定した意向をとりまとめたものを表にして

資料として配付することになった。

5月7日の臨時総会においては，今回の改革の

趣旨と検討の経過について説明があったのち，

「実施要領」と「実施細目」が提案され，審議さ

れた。基本的な諸問題並びに技術的な課題が改め

て討議され，これらの案が決定された。なお，内

内
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容の詳細については，特別委員会を巾心にさらに

各大学の.tr.見を受けて，次の総会までに検討する

ことが了承された。

l玉I，.，：大学入学試験の受験機会の複数化のllt'1和62

午度実施がこのように決定されたことを受けて，

本学では学内で、の入試実施体制を固めるため， 4

) JI 0日に第 1回の入試委員会が開催された。その

後，部局長会議，入選研，入試委員会を並行して

開催しながら出題 ・採点体制の組み方，二段｜桝選

妓についての考え方，また，各学部での入学者選

妓における入学者決定の収数の仕方など，この受

験機会複数化に伴う諸問題を検討し，全学的な協

力の下に実施体制を固めつつある。学内での検討

において問題となった諸点については，圃大協で

の入試改葬特別委員会へ提案するなど，具体的に

本学での検討結果が「実施要領」あるいは「実施

細目」に反映するよう努めた。

6月13日に国大協の理事会が｜対かれ，臨時総会

後の入試改善特別委員会において各大学から意見

を受けてさらに検討された「実施要領」と「実施

細目」の一部修正案が審議された。

6月18日に，国大協の昭和61年春の総会（第78

fi11）が聞かれ，この「国立大学の受験機会の複数

化についての昭和62年度実施要領」とその「実施

細目」の一部修正案が提出され，修正理由の説明

ののち，審議 ・可決された。昭和58年春の総会以

来， 3年間にわたって国大協において行われたい

わゆる受験機会後数化の昭和62年度実施について

の審議は，これで一つの結論に到達した。

おわりに

以上，今凶の受験機会後数化による困立大学入

学試験改1，•；：の背景と経綿を述べ ， この間，提起さ

れた諸問題について論じた。

大学が，自ら入学者を選抜する入学試験の花り

}Jは，それぞれの大学が目指す学風の一つの主張

であり，また，それは，社会におけるその大学の

使命の自覚の表現でもある。限られた条件の下

で，多数の志願者の中から入学者を選ぶ入学試験

の在り方については，最大の努力がなされたのち

もなお改告すべき点が残ることは避けられないで

あろう。大学の使命の自覚の上に立って，真剣に

より良い入学試験の在り方を検討し，入学試験の

改善への努力を常に続けなければならなし、。しか

し，安易な改変を行うべきではないであろう。

今11の高等教育の状況の中で，大学の入学試験

の在り方に対する社会の関心は高L、。このたびの

改.., •• ：への論議においても社会的要詰ということが

たびたび論じられた。また，同大協においては，

受験機会の複数化の実施が旧 I期 ・H期制の弊害

を再現しないようにすることが求められていた。

これらのことは，基本的には，Jつが凶の高等教育

における大学の均質化，同一化，そして序列化へと

進む流れに対する危恨によるものと考えられる。

また，今回の入試改革における論議は，より一般

的にいえば，本来単一の火j主や基準によって評価

すべきでないものに対して，単純に評価が下され，

それがまた固定化されるといった社会的風潮に対

する問題提起といってよいであろう。このこと

は，決して入学試験制度の手直しで解決すること

ではないが，しかし，入学者選放におけるいわゆ

る公平な客観的評価への再考をも求める基本的課

題を含んでいるといえる。大学自身が真剣に自ら

の問題として受け止めねばならないことである。

学問の府において最も大事なことは，一人ひと

りの個性の噂重であり，また，大学自身は，学聞

を定、す者の個性を基礎とした学問の自由を堅持し

て，大学の持つ個性，すなわち学風を培わねばな

らなし、。これは，大学の社会における存在の意義

であり，今後，よりもT駆的に社会に対してその意

義を表現する必要があろう。大学の自治もまた，

閉ざすことによって守られるのではなく ，社会の

中に存在する大学としての白治の在り方が示され

ねばならない。

今回の入学試験改革における本学での論議が，

ます．内に開かれた形で，大学の在り方について真

剣になされたことは有志義であった。大学の例性

を決めるものは，何よりもその教育研究の場にお

ける学問の質と水準である。このたひーの入学試験

改革についての全学的な論議が，本学の伝統的な

学風を継承し，さらに活力ある発展を期する上で

力となり，また，それが今後のわが国の高等教育

のl丘小にも ，本質的な寄Jj：となることを期待した

L、。

....... ··~·・..... .・・．．．・・ ...・.......... ...・.........・・.....・......・・.....・・..., ...... 
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く大学の動き＞

京都大学名誉博士の制度に

関する答申

このたび大学院審議会制加て~；.1.;[fj"J委員会より，

京都大学名誉博士の制度について答Jjlを受けま

した。これについて， 7月8日開催の大学院審議

会で審議の結果，承認されましたので，ここに答

申本文を掲載して，広く学内にお知らせします。

この京都大学名誉博士は，本学における研究分

野に重要な貢献のあった外国人研究者に贈呈する

称号であり，国際学術交流の一環として，かねて

から検討が進められていたものであります。この

たび，京都大学名誉｜専土要綱案，及び施行規則案

がまとめられました。今後，この答申の趣旨にも

とづいて規程の制定等を進めますが，新しい京都

大学名誉博士の制度の実施が，本学の国際学術交

流の一周の進展に資することを念願しています。

これまでこの称号の制度について審議を重ね，

答申を作成された制規等専門委員会の委員各位，

並びに国際学術交流の観点、からこの制度の意義に

ついて検討された国際交流委員会の委員各位に対

して，厚く感謝の立を表します。

昭和61年 7rJ 8日

総長西島支｝11]

昭和61年 6月13日

大学院審議会議長

西島安則蹴

大学院審議会制規等専門委員会

委員長吉沢尚明

京都大学名誉博士の制度について（？寺中）

かねて諮問を受けていました名誉博土の制度に

ついて，成案を得ましたので答申いたします。

京都大学名誉博士の制度について

本学月：中の目的は，「名誉博士」の制度に関する

民綱及び施行鋭則を提案することであるが，はじ

めに木iliU度の趣旨及び木答申作成の経緋等を略述

ナゐ。

（趣旨）

この制度は，国際学術交流の一環として，本学

における研究分野に重要な貢献のあった外国人研

究者，たとえばある研究分野の源流となっている

ような研究者に対して，名誉博土の称号を贈呈す

るものである。

このような制度において対象を外国人に限るこ

と等に対する疑義が，これまで学内で表明された

が，本委員会においてこれらの諸見解を慎重に考

慮した上で，本制度を策定した。

外国人研究者を，園内の研究との関連で評価す

る公的制度がわが国には少ないと思われるので，

本名誉博士の制度によって，本学としての立場か

らそれを補うことにも意味があると考えられる。

以上の見地から，称号に分野名を付し，研究科

において調査したのちに，研究科から大学院審議

会に提案する方式を採ることとした。教育または

学術行政のみの功績は対象としないこと，及び贈

呈式の際に，当研究者を中心とする’予術的行事を

開催するのも同じ趣宵である。なお，名誉博士の

制度を学位制度と区別するために，その名称に学

位とし、う語を用いないこととした。

（規程等の制定）

木答申の要綱案が承認されれば，これに基づL、

て規程を制定することが必要である。また，規程

は基本的なことを定めるにとどめ，従って別に施

行規則を設けるのが適当である。

（経緯〕

(1）本学におし、てllf-l不1153年に行われた国際的

行事に関連して，学術行政に功労のあった外国人

に名誉学位を贈呈する要望があり，本学の国際交

流委員会で検討されたが，実現には至らなかっ

fこ。

(2）学内の一部と学界の一部からの裂望を考

慮して，学術的なものとして名誉博士の制度を検

討することが，昭和56年10月，沢田敏男前総長か
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ら本委員会に諮問された。

( 3）本委員会は昭和60年6月，本学の国際交

流委員会と意見交換を行い，また「大学院の整備

・充実の方針」（中間報告）の一部として，学内

に木制度に対する意見を尋ねた。

（他大学の例）

外岡の大学には種々の名誉博士の制度がある。

わが国の若干の国立大学にも ，外国人に対する名

誉学位の制度が設けられているので，その規程等

を参考資料として添付する （省略）。 しかしこれ

らは，本答申の制度とは趣旨において異るところ

がある。

京都大学名誉博士要綱（案）

（目的）

1 .木学における学術研究の進展に重要な功績

のあった外国人研究者に対して，名誉博士の

称号を贈呈するための形式及び手続等を，本

要綱によって定める。本名誉博士の称号は，

教育または学術行政のみの功績は対象とせ

ず，また大学問学術協定のように相互的なも

。〉と』まし7工し、。

（称号）

2.称号は， 「京都大学名誉00学博土」とす

る。

（選考手続）

3.大学院審議会に「京都大学名誉博士選考委

員会」（以下 「委員会」と称する）を置く。

委員会の構成等は施行規則等によって定め

る。

4 研究科における調査結果とともに，研究科

長から委員会に提案する。

5.委員会は提案r:n1:1:iを調査し，全学的見地か

ら人数等の調整を行う。提案が適当と認めら

れれば，委員会はこれを大学院審議会議長に

上申する。

6.大学院審議会において提案を審査し，決定

する。

（贈呈）

7.総長が当研究者を本学に招科して，名誉博

士記の贈呈式を行う。

8.贈呈式の際に，当研究者を中心として，学

術的行事を開催する。

施行規 則（案）

ト 称号等

1 . 「京都大学名誉00学博士」の称号におい

て，「00学」には，文学 ・教育学 ・法学 ・

経済学 ・理学 ・医学 ・薬学 ・工学 ・農学の何

れかを用いる。

2. 「京都大学名誉博士記」を作成する。その

様式等は別に定める。

II 人数等

1 .贈呈する人数は，原則として各年度に O～

2名とするが，分野の偏りについては，特に

調整を行わない。

2.研究科長から提案があってから 4か月以内

に大学院審議会において決定することを原則

とする。なお，評議会の承認は要しなし、。

III.研究科における手続

1 .提案は，当該研究科の研究科会議の審議を

経て行う。なお，学内の部局に名誉博士贈呈

の希望がある場合，必要ならば，関係する研

究科との協議を行う。

2.研究科会議は次の項目について調査する。

(1）履歴

(2) 論文，著書等の目録

(3) 主要な研究業績の概要

(4) 本学における研究との関係

3.研究科長は次の項目に関する資料を添え

て，委員会に提案する。

(1) 前項の調査の結果

(2) 大学院審議会における決定及び贈呈式の

時期についての希望

(3) 贈呈式及び関連する学術的行事の計画と

経費支弁の方法

N.委員会

1 .委員会は次の各号の委員によって構成す

る。

(1) 各研究科長

(2) 総長が指名する本学教授若干名（ 4名～

6名を基準とする）

2.委員会に委員長及び委員長代理各 1名を置

き，l号委員のうちから総長が指名する。

3. 2号委員の任期は2年とし，再任を妨げな

い。また委員会の連続性のために， 2号委員
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の交替については，少なくともその半数が残

任するように配慮する。

4.委員会は提案の審議に際して，他大学また

は外国の大学等の研究者に，委員会への出席

または文書の提出によって，候補者について

の意見を述べるよう依頼することができる。

5.委員会は年度内の候補者数を調整する。

6.委員会が特に必要と認めた場合，当年度の

候補者数を増すことができる。

7.その他委員会の運営に必要なことは，委員

会において定める。

v.贈呈式

1 .式典は総長が主催し，各研究科長，各部局

長，委員会委員，及び関係者が出席する。ま

た本学教員等は参列で・きる。

2.式典に関連して国際研究集会，講演会，記

念出版等の学術的行事を行う。

3.当研究者本人が来学できない場合にも，学

術的行事を開催する。

4. 式典の形式については~ljに定める。

、4ミー-9、，~－、.

く紹 介＞

附属 図 書 館

装いを新たにした附属図書館は，学生を中心と

する学習図書館としての機能に加えて，研究図書

館，保存図吉館及び全学の総合図書館としての多

様な機能を備えている。

学生の学習を支援する機能の強化として特筆す

べきことは，学生用図古，参考図書，新新誌を含

む雑誌等を 1・2階の全面開架部分に，約10万冊

を目標に配置し，そこに 800座席を用意したこと

である。

また，語学学習のために AV(audio-visual) 

1階エントランスホールとメインカウンター

ブース18席が，この 4月に開設され， 5月末まで

の利用者が710人に達した。

昭和60年度の利用状況を概観すると，入館者総

数は633,125人 （平均 1日2,389人），貸出冊数は，

雑誌を除いて77,880冊（平均 1日294冊）にのぼ

る。時間帯別利用者数（資料 1）と月別利用者数

（資料2）とを見ると，図詰館を訪れる人は毎日

12時から15時に集，－，，し，特に新入生に利用証を発

行ーする 5月と試験期の 9月， 2月にピークに達し

ている。旧館当時と比べると，入館者も貸出冊数

も3f削こ増加している。主な利用者は依然として

学生と大学院学生であるが，教官と学外者の増加1

が目立っている。その要因は，研究者の↑青報に対

する要求の多様化に対応するために

採られた，次のような積械的な施策が

挙げられよう。

1) IJFJ館の始めから，工学部の協力

を得て，化学系6教室に分散していた

外国雑誌を中心とする理工系専門誌約

300種を図書館に集中配架した。

2) 単独部局では購入できなかった

高額参考図書 ・データ集等（Beilstein

Handbuch, Gmelin Handbuch, 

Chemical Abstracts，その他）を参考

図書室に集中配架して，全学の共同利

用に供した。

3) 全学の部局図書室 ・研究室の所

蔵する雑誌パックナンバーの一部を，
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資料 1 昭和60年度入館者時間別利用状況

(S.60.4.9～61目3.29) 

図書館が収集して，共同利用を促進するパッ クナ

ンパー ・センターを創設した。

4) 研究者の国際学会などとの情報交換のため

に，昭和57年に外国通信専用のテ レックスを設置

した。昭和60年度の送受信数は 1,790件に達し，

今後も利用者の増加が予想される。

5) AV資料，大型コレ クションを含むマイク

ロ資料及び貴重書の適切な利用を図るために，旧

』庫掛を学術資料掛に改組し， 3階の特殊資料室

(HRAF: Human Relations Area Filesを配架）

に移転した。貴重書は，昭和60年度中に 2,627件

の利用があり，約50%は学外者による利用となっ

ている。校倉風造りの貴重書庫には，今年6月新

たに指定を受けた『範国記』，『知信記』を含む39

点の重要文化財が良好な状態で管理 ・保存されて

いる。

次に，図書館が当面する最大の課題である学術

情報システムへの対応について紹介する。

図書館では，開館と同時に，富士通の小型コン

ピューターV-830を導入し，閲覧 ・貸出しシステ

ムを稼動させており ，昨年4月から教養部図書館

80,00 

人
72, 701 

70,00, 

65, l 36 65. 973 

40, 

34, 766 

26. 988 

20,0。

10, 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 l 2 3 
月

二 昭和 60年度一一一一ーー→

資料2 昭和60年度入館者月別利用状況

も，このシステムに加わっている。

続いて昭和59年には，学術情報システム構想に

もとづいて，中型規模のホストコンピューターと

して FACOMM-340を導入し，インテリジェン

ト・ターミナル FACOM9450 Zを，業務用端

末として稼動させてし、る。昭和60年 6月には，学

術情報センターと接続し，オンライン総合臼録を

介して，図書 ・雑誌の目録 ・所在情報を登録した

り，他大学が入力したデータを取り込んで，自館

の目録を作成する等の作業に当っている。この共

同入力 ・分担目録作業（sharedcataloging）に

よって形成される「学術情報センタ一目録データ

ベース」は，昭和61年度の高速ディジタル回線に

よるネットワーク接続区間（東京一大阪間）の学

術情報ネットワーク（学術 VAN）に接続され，

引き続き，全国的規模の目録システムに拡大され

る予定である（資料 3）。

また，近畿北部地区の京大を含む 7大学で構成

する地域ネットワーク構築も着々と進捗してお

り，今年3月には本学と京都工芸繊維大学とが専

用回線によって直結したが，続いて今年末には滋
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学術情報セソタ ー・ネットワーク計画予定（昭和61年度末）

その一端を担っている。 海外からの訪問者も増加

し，昨年度には，西ドイツのマックス ・プランク

協会事務総長，アメリカ合衆国州立大学学長一行

等， 44組の外国人訪問者があった。

（附属図書館）

資料3

賀医科大学と接続する予定である。近い将来，こ

の地域ネットワークの形成に伴って，ローカル ・

データベースの作成が可能となり，利用者へのサ

ービス提供を飛躍的に向上させること になろう。

なお，本学の国際交流の進展に伴い，図書館も

人事院による一般峨国家公務員の給与改定に関する勧

告は，この数年来，勧告通りに完全実施されていないこ

とは，誠に遺憾といわさ．るを得なL、。

周知のように，人事院の給与勧告制度は，国家公務員

の給与水準を適正に維持する制度として定着し，公務の

能率的運営と公務員労使関係の健全性の実現にとって大

きく寄与してきた。

もし，本年度も，人事院勧告の完全実施がなされない

とすれば，人事院勧告制度がもっ本来の主旨が否定され

るだけでなく，公務に携わる国家公務員の士気にも影響

を及ぼし，吏には公務員労使関係の不安定化など種々の

悪影響の生ずる恐れが強まることを危供する。

人事院勧告の取扱いに関する要望書
料＞

人事院勧告の取扱い，国立大学教官

等の待遇改善，課外活動施設の整備

拡充及び国立大学教官等の定員削減

計画に関する国立大学協会の要望書

く資

国立大学協会第78回総会において，以下の要望

書が決議され，それぞれ関係方面に提出される。
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もとより，当国立大学協会は，国の財政状態が極めて

厳しい状況におかれていることを十分に承知していると

ころであり，そのために行政経費の節減 ・抑制について

引き絞き努力を惜しむものではなL、。 人事院勧告の実施

によって国家公務員に対する給与的経費の総額の若干の

増加は避けられないとしても，過去数次にわたる定員削

減についても幾多の困難をかえりみず協力し，給与的経

費の抑制に努めてきたところである。

また，先般，高等教育 ・研究機関としての大学につい

ても，臨時教育審議会より高等教育並びに学術研究の都

極的推進についての答申がなされている。

大学教職員の給与の抑制借置がとられるとすれば，大

学改革に対する人的エネノレギーの発VI!を損うだけでな

く，大学の使命である高度の研究 ・教育の遂行に対する

妨げとなる恐れがあるといわざるを得なし、。

上記の理由により，国立大学協会は，本年互に予定さ

れる人事院勧告が，完全に実施されることをW78回国立

大学協会総会の決議により強く要望する次第である。

昭和61年6月18日

国立大学協会会長

森 亘

国立大学教官等の待遇改善に関する要望書

国立大学教宮等の給与並びに処巡については，人事院

をはじめ関係機関により特段の配慮を得て改善がな店れ

てきたところであるが，大変遺憾なことに，これは必ず

しも十分であったとはL市、がたし、。近年，教育改革の問

題が焦眉の政治課題とされ，大学についても，研究 ・教

育体制の充実整備が検討課題となっていることは周知の

事実である。

いうまでもなく ，大学の研究 ・教育体制の改革のため

には，その担い手て、ある大学教官等の資nの向上が基本

的前提条件である。このためには，大学教官等に有為な

人材を確保できるよう給与並びに処遇の面でも，良好な

状態が維持され，これらの改善の見通しが明確に立って

いなければならない。

こうした点に十分配慮、され，同立大学教官等の待遇改

善について，以下の諸点を強く要望する。

1. 教育職（ー）の俸給体系の是正を図り，併せて俸給水

準の機段の引上げを行うこと。

大学教官の俸給をその職i'.tに見合う水準に引き上げ

るよう特段の配慮を引き続き強く要望する。また，俸

給水準の引上げと同時に，俸給の上下格差を縮小し

早期に最高俸給に到達できるよう附置する。

なお，その際，近年になって，国立大学教官の給与

水準が私立大学教官より大幅に下回ってきていること

及び特に助手については，高校教諭の給与よ り下回っ

ていることの突態等に十分配慮するとともに，教務職

員についてもその格差是正を図る。

2. 大学教官特有な職務に見合う手当として『大学研究

調整額』 （仮称）を新設すること。

周知のように，義務教育教員には教職調整額，医療

臓については初任給調整手当など特別な手当がその職

務の特殊性に基づいて支給されていることにかんが

み，大学教官にも夢枕 ・教育上の高度の専門性と特殊

性に基づいて実験 ・実習，フィーノレド ・ワークなど多

様な職務を遂行するなどの特別な負担があることを考

Jむし，国家公務員給与のうちの各種の手当について再

検討， 見直しを図る中で，こう した大学教官特有の職

務遂行に見合う特別な姶置として『大学研究調整額』

（仮称〉を新設し，すべての大学教官に支給する。

3. 研究教育支援職員等の待遇の抜本的改善を図るこ

と。

当国立大学協会は，かねてより大学特有の専門職で

ある教務職員，技術職員等の研究教育支援職員の抜本

的な待遇改善を要望してきたところである。

昨年新設された『専門行政職俸給表』は大学の研究

教育支援職員には現在適用されていない。これら職員

の現状が人事院の基準を適用できる組織体制の下に置

かれていないとして，見送られてきたところである

が，研究教育支援職員の俸給をその職i'J:に見合う水準

に引上げることは，俸給表の種類に係りなく，当然の

措置であり， これら職員の特殊性を十分考慮のうえ，

同俸給表への移行を早期かつ円滑に笑現させる。

4, 部局長（副学長，学生部長，事務局長等を含む。）

のすべてについて指定職の完全適用を図ること。

部局長等は， その職食からして指定職の適用を受け

るのが当然の措置であるが，未だ定数が必ずしも十分

でないために，すべての部局長等が指定職の適用を う

けているわけではなし、。

これには，指定職定数の適用に当たっての運用上の

問題もあるが，指定戦制度は，特定の職務就任を条件

に適用するのが本来の主旨であることを踏まえ，部局

長等については，一部の管理職手当の適用をやめ，す

べての部局長等にその在任期間中指定職俸給表が適用

できるよう措置する。

5, 管理職手当の適用対象を拡大すること。

近年，大学における管理運営の職j'fがますます重く

なりつつある突併にかんがみ，現行の管理職手当制度

の見直しを図りながら，評議員，全学段階の委員等の

学内教育行政の要織にある者については， 管理職手当

支給の途を開くよ う特に配慮する。
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6. 大学の中堅職員（事務系〕の待遇改善を図ること。

大学においては，事務長，補佐，係長等の役付職員

の定数が固定化されているために，職務経験．職務遂

行能力をもち適任者であ りながら，昇格任用が限定さ

れ，このために俸給の上での格差を生じている。この

ことは，大学の中堅職員等に職務遂行意欲を欠く こと

となり，ひいては大学運営の業務に重大な影響を及ぼ

す結果となりかねなし、。

よって，この際，大学の特殊性を十分に考慮し，こ

れら役付職員と同等の資格，能力を有する者には，専

門職員制度の拡大及び上位級別定数について特段の措

置を図る。

昭和61年6月18日

文 部大臣

海部俊樹殿

国立大学協会会長

森

諜外活動施設の整備拡充に関する要望書

旦

大学における学生の課外活動は，学生が自らの心身を

練磨するとともに，集団活動により責任と義務を修得

し，結果として査かな人間性を育てる上で重要な意義を

有するものと考えられます。 11flち，大学が必要な援助，

指都をこれに対して行う理由は，この課外活動の促進が

大学教育を充実させるとの観点に立つからであ ります。

国立大学協会は，かねてから課外活動が学生の人間形

成に寄与する教育的意義を有することに鑑み，課外活動

施設の整備 ・充実について要望して参りました。それら

については逐年，何等かの整備をみておりますが，しか

し，未だ仮設建物や老朽建物の転用等にたよっている大

学が多く，また，統合移転等で緊急に課外活動施設を必

要と している大学も少なくありません。

ここにサークノレ共用施設を含めた課外活動施設の一層

の整備 ・拡充を図り，大学教育を充実させる意図の下

に．下記の諸点について格段の配慮をされるよう強く要

望します。

記

1. 大学の課外活動施設，特にサークノレ共用施設の整備

・充実のために特段の予算措置を講じるよう配慮願い

Tこl，、。

特に，仮設建物や老朽建物の転用等の施設について

は，可及的速やかに改築 ・移築を推進していただきた

し、。

2. ;l!ll外活動施設について「国立学校建物商事日基準」の

拡大，改訂を図っていただきたし、。

3. 学生数の少なし、小規模大学においても，学生の課外

活動のサークノレ数は，大規模大学に比して大差はない

ので，上記基準面積の私＇r,lを学生数に置くとしても，

この点について十分に配慮していただきたい。

また，分散キャンパスを持つ大学についても同様の

配慮を願いたい。

昭和61年7月7日

国立大学協会会長

森 豆

国立大学教官等の定員削減計画に関する要望書

政府においては，国家公務員に対する第7次定員削減

の計画を検討中の由，灰聞いたしております。

国立大学協会は，昭和43年度以降実施されている定員

削減に対し，－1'fして．国立大学教職員についてはその職

務の特殊性にかんがみ，定員削減の適用から除外する等：

の措置を図られるよう，強く要望してまいりました。

同立大学は，高等教育と学術研究の中該をなすもので

あり，教官は国民や社会のさまざまな要請に応じて人材

の育成，あるいは＇ii¥＇に進展し流動する学術研究の創造と

発展に資することをその使命としているものでありま

す。

国立大学における教官定員は，それぞれの教育研究分

野の必要に応じて，専門分化した講座部門等に配置され

ており，その各々の講座部門等は教授以下の全教官，支

援職員がーメLとなって個々の単位を構成し，斯学の教育

研究に当っております。

したがって，いわゆる定員の流動化も極めて困難であ

り，仮に特定分野の教官定員が欠落した場合には，全体

としての教育研究の遂行に重大な支障を来たすこととな

ります。

国立大学では，すでにこれまでにも厳しい定員抑制の

下で，時代の要請による講座等の新設に際して振鈴等の

指置を余儀なくされ，もはや教育研究の質的水準の維持

に関してはその限芥に達している現状であり，この際，

その力をさらに多少とも j~lj ぐことは全く不可飽といわざ

るを得ません。

加えて国立大学は，昨年度以来，今後相当な年月にわ

たり次のような誕要課題を受け持っております。

①時あたかも18才人口急増j切にわたり，学生増募に

よって同氏の日等教育の機会均等を確保すべく国家

的要請を受けていること。

② 臨時教m奪議会が第二次答申において同等教育の

充実と高度化を提唱しており，とりわけ「大学院の

飛躍的充実と改革」が緊怠1の諜題としてとりあげら
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れ，大学院の形態についてはその多様化の促進とと

もに固有の教官組織を含めた盤備を求められている

こと。

③ 21世紀初頭の留学生10万人受入れ計画推進のため

の体制lの整備 ・充実を図らなければならないこと。

かかる折に，国立大学の教官に定員削減を導入するこ

とは，国策としての一貫性を失うこととなると考えま

す。

以上の理由により，国立大学協会は次の諸点について

体育館附属プールの夏季利用

本学の学生及び教職員は，体育館附属プール

を下記により利用できます。

なお，詳細については，学生部厚生課厚生掛

（西部構内体育館内，電話学内2590）に照会

してくださし、。

期間

記

7月21日（月）から 8月29日

（金）まで

格段の御考慮を強〈要望するものであります。

I. 第6次定員削減でその対象となった教官及び看護

婦については，第7次定員削減の対象母数から除外

されたし、。

2. 国立大学において，教育研究の遂行に欠くことの

できない教務 ・技術 ・図書 ・医療及び海事等に携わ

る教育研究支援職員並びに事務系職員についても教

官同様の配慮をされたL、。

ただし土曜日及び日曜日は使用でき

ません。

時間 正午から午後2時まで

（注意）

1 .利用に際しては，必ず職員証または学生証

を呈示してください。

2.都合により使用をお断わりする日がありま

す。

（学生部）

日誌

(1986年6月 l日～6月初日）

6月4日 アメリカ合衆国 Brown大学コーラス部と本

学グリークラブとの交歓演奏会

5日ザイーノレ共和国 Zairean 大学連合

Tshibangu Tshishiku総長来学， 総長及

び関係教官と懇談，講演並びに学内施設見学

6日 総長，職員組合との交渉に出席

。中華人民共和国社会科学院胡縄院長ほか

5名来学，総長及び関係教官と懇談

11日 同和問題委員会

ザイール大学連合チパング総長の

来学 （6月5日）
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11日 国際交流委員会

14臼 工学部公開講座「水と生活」第 1日（以後，

6月21日， 28日， 7月5日）

16日インド Jawaharlal Nehru 大学 Pratap

Narain Srivastava副学長来学，総長及び

関係教官と懇談

17日評議会

18日 創立89周年記念式

。名誉教授懇談会

19日 創立記念行事「音楽会」

23日 創立記念行事「学術講演会」

。アメリカ合衆国州議会図内委員会 DavidE. 

N巴thing委員長ほか 16名来学， 国際交流委

員会委員長及び関係数官と懇談

24日 夕イ王国 Chulalongkorn 大学 Kasem

Suwanagul学長ほか2名来学，総長及び関

係教官と懇談

26日 アメリカ合衆国 LiberalArts大学学長田

Richard Wood団長（Earlham大学長）ほ

か12名来学，総長及び関係教官と懇談

27日 附属図書館商議会
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