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修士学位授与式における総長のことば

昭和61年 3月24日

総長 西 島 安 j
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本日ここに，名誉教授の先生方の御臨席を賜りまして，部局長並びに教職員の皆様方と共に，昭

和60年度修土学位媛与式を挙行し，文学研究科60名，教育学研究科17名，法学研究科19名，経済学

研究科12名，理学研究科145名，薬学研究科35名，工学研究科574名，農学研究科127名，合計しま

すと 989名の諸君に修士の学位を授与することができましたことは，京都大学にとって大きな慶び

であります。諸君がそれぞれの専攻分野を攻究して，修土論文を完成し，修土の学位を取得されま

したことを，まず，心からお祝いを申し上げます。今，諸君の一人一人が修士課程において経験さ

れたいろいろなことを思し、出し，新しい出発に当たって，決意を固めておられることと思います。

ここで，「専攻分野を攻究し」と申しましたが，この「攻究」の「攻」とし、う字は， のみを打って

物を作るということを意味すると，以前，教えられたことがあります。私は，この「攻究」という

言葉が修士課程での若々しくて積極的な学聞をする姿勢に，大変ふさわしい言葉であるとかねてか

ら思っております。

戦後，わが国の高等教育の改革によって，修士課程が生れ，昭和29年度本学の第 1回の修士課程

修了者は， 285名でありました。今回は，第32回目に当たり989名でありますが，この間，実に 3.5 

倍に増えております。本学で修士の学位を取得された方は，今回の諸君を含めて21,925名になりま

した。国際的にみても極めて水準の高L、これだけの本学の修士が，わが国のみならず世界の学術の

進歩に大きな力となっていることを，誇りに思います。そして，この学問の府において諸君が今日

まで成熟することを支えていただし、た総ての方々に，この機会に改めて諸君と共に，厚い感謝の気

持ちを表したいと思います。

諸君が完成された修士の学位論文は，それぞれが現在のいろいろな専門分野に於付る最先端に関

するものであります。それは，諸君がこれから更に深く学問の道を進む場合にも，あるいは，より

広い社会のいろいろな領域で活躍されるうえでも，大変大事な出発点にもなるものです。感受性の

最も鋭い，そして充実したこの時期にやった仕事，悩み，苦しみ，そしてそれを乗り越えた苔び，

これは，たとえ諸君のこれらの活躍の場が今までとは違った別の分野になったとしても，いつまで

も，ものを考え，事を進めるうえでの大事な柱となります。

今日，修士の学位授与式に当たり，諸君一人一人に改めてじっくりと考えてほしいことがありま

す。それは，学問の流れ，人類の歴史の中での自分の位置づけ，更にいえば，この不可逆な時の流

れへの一体感とでもし、L、ますか，そういうものを考えてほしいのです。諸君が思索を深め，あるい

は， 日夜，実験を重ねるうちにいつも意識し，あるいは無意識に感じ考えてきた自分の仕事の意義

というものを，ここで今一段，思い返してほしいのです。何かを求めて没頭しているとき，直感的

なひらめきとでもし、し、ますか，そういうもので飛限し，更にMかを見いII＼し，そして新しい考えに

展開していく，このようなことは，人生において，そう度々経験できるものではありません。若い
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時代につかみ得たこの喜び，これは，これから諸君が人生の本当の宝として大切にしてほしいもの

で、す。このような直感的なひらめきとは伺でしょう。ひらめき，それ自身が，我々一人一人の中に

受け継がれた人類の知的遺産のあらわれではないかと私は思うのです。一人一人が受けついでいる

人類の長い歴史の知的遺産，そんなものが，自分では意識しないでも，何かのときに，何かを一所

懸命考えているときに，ひらめきとして出てくるのではないかと ，私は思っています。

もう 30年近くも前になりますが，南フランスの Lascauxを訪ねたことがあります。あそこに

は，大きな洞窟があり，その中に一万何千年も前に我々人類の祖先の画いた壮大な壁画がありま

す。私はその洞窟の真中に立って，その壁画に囲まれた時，心を打たれて，動けなくなってしまい

ました。大きな洞窟の回り の壁には，その天井まで届くように，生き生きとした動物の群が，そし

て，動物と闘う人聞が画かれているのです。それは，人聞が自然の中で生きて行くこの「生命」と

いうものを神としてまつった神殿の絵で、あるかのように，私は感じました。本当に鮮やかな黄や赤

そして茶色の顔料を，その時代の人々は苦心して作り，力強い黒い線で動物などを画いています。

そこに現代と何万年の昔とを結びつける人類の歴史の凝縮を感じました。我れに返ったとき，その

洞窟の隅におもしろいものを見ました。それは自然の石にへこみを作った，乳鉢のようなもので

す。そこは実験室であり，研究室であり，学校であったのでしょう。そして，それは人類に生命の

尊さを教える神殿でもあったのだろうと思います。

思索を深め，あるいは，実験を重ねるなかで，もしも安易に役に立つと思われる結果と立たない

と思うことを振り分けて行ったのでは何も生まれてこない，何の知的創造にも至らなし、。何かに行

き詰ったとき，予想どおりに行かなかったとき，あるいは，それまで考えられていたこととどうに

も合わないことに遭遇したとき，そんなときにこそ新しし、ものを生み出す何かが，そこに潜んでい

るということを経験されたことと思います。

大学，この学問の府とし、う集団は，分野を超えて，そして年代を超えて，このような知的創造の

喜びを分かち合うという俳で、結ばれてこそ成り立ち，その伝統を保ってきたので、す。そして，諸君

は，この修士課程での攻究の中で，指導教官，先輩，そして後輩と一緒に，ともに学問の歴史の中

での今を経験したのです。

学問の歴史を遡ってみますと，縫かに専門に分れて深化し，それがまた総合され，結合されて新

しく展開して行くことが分かります。そして今が，新しい総合による変革の時代とも言われます。

しかし，本当に学問の進み方というものを考えてみますと，それは，そのような形式的組織によっ

可効率よく展開してきたのではありません。学問することは，本来は個人的な営為であり，新しい

総合の原動力は，一人一人の個人の中にある自由な思索の力であるということを見失ってはならな

いと思います。自由のない総合，組織化というのは，一見， 効率がよいようにみえても，それは進

歩を停滞させるもので、す。推進力は，自由のない組織化によって減衰します。諸君がこの修士の課

程を終え，これから出発されるときに，本当の意味で人類の進歩につながる変革とは何だろうか，

そしてその中で，我々一人一人がどう生き，何ができるかということを考えていただきたいので

す。

今日の修士学位授与式では，お祝いを述べながら，課ー題を出したようなことになりましたが，こ

れからも ．ずっと共にこの課題を－15・えていきましょうのそ して，京都大学が諸君にとってすばらし

L、母校であり，自由な思索を進め， そして知的創造の喜びを分かち合えるすばらしい’手間の府であ

り続けるように我々も努力します。諸君も元気で頑張って下さし、。
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卒業式における総長のことば

H召布161年 3土12511

総長 西 島 －ぇ j
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卒業生諸君，おめでとうございます。

本IIこ己に， ／（，Zf教授の先生ブjの御臨Jli'iを得て， iri¥J,,)H:, sl~び tこ教職員の皆憾と共に JJ針平1160年度

y，：業式を挙行L 、たしました。ただ今，介的~IE占をお•i度ししましたように，文学部 1 99 ;f，，教育学部

52~刊，法学剖i383名，経済学fii1204~う，理学部286t', , I伝•＇j: ~111 HJ~＇，楽学部84名，」；学部 830 ;t，，農

学；~；11275~守，合計2, 432~， の消.nがめでたく京都大’y：を卒業されたことは，京都大学の最も大きな段

びであります。

/HI，ここに新しいさ宇土となられた消れは，このj民高学)ffを卒業するまでの勉学の道を思い起こ

し，そして京郎大学で心ゆくまで学んだ ｜｜々 をr"Iら顧みて，この門出に当たり，新たな決立を固め

て.t＜＞られゐことと｝，£（＼，、ます。

消君の， 一人一人の今までの道裂をこれまで支えてくださった御家政の什係をはじめ，関係者の

総ての方々に， /j口のこの日に諸君と共に，改めて深く敬意と感謝の気持ちを表したいと存じま

4句。

諸君は， m・望に燃えてこ のぷ百Ii大学の l"Jをくぐってから，今日 ， 学士号を得られゐまで，；；~占~i大

学の学）孔を味わい，身につけーて，今日の円を迎えられました。京都大学の卒業生として，自信と誇

りを持って第一歩を附み出してくださし、。諸君は今，ちょうど，硯に向かつて訟を静かにすり終え

て新しい紙に警を；.！｝こうとするときの，あの心の安らぎと，そして緊張感，それらが重なり合った

すばらしい気持ちでおられるとTJ:.l1,、ます。この気持ちは大変大4hなことであり，いつまでも大切に

してほしいと思います。

諸君の中にはこれから吏に学問の道に進んで研究者になろうと志している方もおられますし，あ

るいは， これから社会の広い分野で，思いきり活雌しようと考えている方もおられます。しかし，

たとえ研究者となるにしても，社会人として進むにしても，今までの学生時代とはずいぶん異なっ

た人の集まり，あるいは組織の中で，諸君は新しい立場で仕事をすることになります。また，この

中には，言葉や習慣の違った外国へ行って，これから仕事を始める人もおられるでしょう。諸君が

これから入って行く社会，これは今，何か大きな変換期にきていると言われております。諸君は，

それぞれの学部において専門の教育を受け，学士試験に合格されました。この「専門」とし、う言=it

の意味が，ずいぶん変わりつつあるようにみえます。「専門」とは，はたして何だろうか。

新しく ，大きく変わりつつある社会へこれから巣立って行く諸君に，今日，「専門」とは何だろ

うか，そして，何を大切にしなければならなし、のかを考えてほしいと思います。私自身のことで恐

縮ですが，私の専門は自然科学の中の，高分子と呼ばれている分野です。京都大学に入ってもう40

年になり ました。この高分子という巨大な分子は，ずいぶん長い間，物理学，化学，生物学といっ

た自然、科学のいろし、ろの分野で議論されてきたもので‘す。最初に議論されたのは1850年代で，今か
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ら100年以上前になりますが，それまで考えられなかったような巨大な分子があるんだということ

を言い11:した何人かの科学者がし、ました。しかし， ー！？から伴が信じている小さな分子でいいのでは

ないか，それが集まって，あたかも，巨大な分子であるかのような振る鉾いをするのだろう。別に

そんな大きな分了・を考える必要はなく，先まりブJを考えればよいのだ，というイ号えが長L、間大勢を

占めていました。1920年頃から1940年頃までの間に，いろいろな研究方法で，それは，小さい分子

が集合しているだけではなく，結合しているのだということが，段々にわかってきました。

幸いなことに，ちょうどその頃，私は大学に入ってこの分野のI勉強を始めたわけーです。 その引

は，高分子の専門分野はまだ生まれたばかりで，これからというときでした。私は指導教授から，

その巨大な分子の形や姿を，もっとしっかり般かめる方法について研究するようにという ，卒業論

文のテーマを与えられました。それは簡単な，しかし大変大きなテーマでした。それて‘私は卒業後

しばらくして，その頃高分子研究の中心であったアメリカのフルックリン工科大学の高分子研究所

へ行くことにしました。そこには，世界の国々から研究者が集まっていました。そして，いわゆる

専門もいろいろで，数学者も，物理学者も ，化学者も ，生物学者もいました。それぞれ追った学問

的背景をもった研究者が，決して立派とはいえない古いレンカ造りの建物の中で，高分子の研究を

していました。毎週熱のこもったセミナーが開かれました。研究者達の年齢も，私のように大学を

出て間もない若者もおれば老大家の先生もおられました。特別に，国際的とか，学際的とかいった

意識は全くなく，同を超え，専門分野を超え，年代を超えて，一人一人が一人前の研究者としてお

互いを尊敬し合えるすばらしい集団でした。やがて，高分子という専門領域が生まれました。それ

が今，この10年程の聞に，また大きく変わってきています。高分子の研究者達は，いろいろの新し

い学問の総合に深いかかわりをもちつつ大きく広がってきました。生命に関する科学の領域，ある

いは，情報科学の分野，またエネルギーの研究分~ff＇新しい材料の研究分野というように， 100 年

程前にできたその小さな渦が，段々と大きくなって，今，その渦がまた次の新しい渦を生みなが

ら，いわゆる「専門」というものがどんどんダイナミックに広がってきています。

今，私は，学問研究におけるダイナミックな総合の姿を，私の経験を通して，自然、科学のごく 一

部の飴ーから見ましたが，これは，人文科学，社会科学の分野でも同じことが言えると思います。そ

して文科系と理科系というような，分類は適当でなくなりつつあります。

それらを総て包含した自然、と人間との関わりについての新しい見方も今，生まれつつあります

が，こういう時に大切なことは何でしょうか。私は今こそ，京都大学の学風とか，味わいとかいう

ものを身につけた諸君が，本当に活躍してくれる時だと，大きな期待を持っております。基礎のし

っかりしてし、ない者がいくら集まっても ，それは本当の意味のダイナミックな総合にはなりませ

ん。そのような集まりの力は直ぐに減決してしまいます。それから，もう一つ大切なことは，一人

一人の自由な発想がないと，これも〆イナミックな総合にはならないのです。しっかりした基礎的

な力と自由で活き活きとした発想，この両者が必要です。

さらに，私が諸君と同じ歳ぐらいの頃に経験した，小さな研究所ですばらしいと思いましたの

は，皆， パックグランドが違うのですが，お互いがお互いを本当に尊敬し合い，それぞれの専門を

尊重し，年代を超え，分野を超えて，同じ円的で取り組む菩びを，素直に分かち合う心のふれ合い

とでも言える雰囲気が自然、とできていたことです。基礎をしっかりすること， 伸び伸びとした，

活き活きとした，自由な発想、を持つこと，そして，お互いを一人の人間として尊敬し，素直に心を

聞き合うこと，これらの三つが揃ってこそ学問の大きな渦を作るような最初の渦になるダイナミッ
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ク念総合ができるのです。これはそのまま，先程~11 しましたとおり ，京都大学が伝統的に誇りとし

ている学風であります。そして京郎大学ではそうし、う伝統的な学風が大切にされて，これを次の時

代に伝えて行こうとしているのです。

諸君がこれから，ダイナミックな総合のH守代，ダイナミックな変換の時代にいろいろな分野で活

脱されるに当たって，諸君が学部で学んだ基礎学問は，木当に重要なものです。これは，いつまで

も，ますます磨いてくださし、。もうこれで済んだというようなものではありません。基礎はますま

す深め，そしてそれがもっと大きな広がりの中で，どんな位置を持っているのかということをよく

与ーえ，学聞の歴史に踏み込んで，自分の基礎の位置付けをしっかりと固めてほしいと思います。

これから諸君の出て行く社会は厳しい社会であると言われます。このごろよく “Scrap and 

build” というようなことが言われております。あたかもこれが，何か進歩の前提でもあるかのよ

うに使われていることがあります。学問の世界で “Scrapand build”を標語にするような風潮が

広がることに，私は深い危恨の念をもっています。学問の広がりと進歩は，今，言いましたような

学問の歴史の中で渦がi備を呼び，新しい総合を創り ながら今 日まできたのです。決して短かい時間

尺度で，これは役に立つ，これは役に立たなし、と振り分けて，片方をスクラップして，またヒeルド

するというようなやり方で先祖から受け継ぎ，今日の人聞の文化が形成されてきたのではありませ

ん。厳しい社会と言われている中で，諸君はこれから決して “Scrapand bulid＇’と いうような安

易な考え方で物事を進めることはしないでほしいと思います。本当の進歩とは何かをじっくりと考

えてほしいと思います。これは学問の性界だけではありません。今の一歩が人類の将来のための正

しい道に進むものであり其の芯味での人類の進歩につながるものでなければなりません。諸君は，

これまで学んだ基礎を踏まえて，自 由な1rnかれた社会と人類のためになるような時代を造るために

遊んでほしいと思います。

京Im大学は，諸活と共に，いつまでもこのm：袋な川j酎こ一所懸命取り組んでいこうと考えており

ます。これからいろいろな分野で活脱される諸－~・が，これからもいつでもこの母校を訪れ，先輩や

後預と共に語り合いそれが大学の巾に，また新しい病気を生み出して行くことを願っています。

今日は，昨日までの春の胤がやんで，すぼらしい天気となりました。天が諸君の卒業を祝ってい

るかのようです。本当におめでとうございます。元気でしっかりやってくださし、。

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

く大学の動き〉

昭和61年度入学者選抜学力

試験の結果

11(1不1161{f位入学：針湿抜や）Jぷ験の作給者氏名

が，3月18日（火）に学部ごとに発表された。

7:im別の受験者数及び令格者数等は次支のとお

りである。
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合約者得点
学 部； 募集人員志願者数受験者数倍率欠席〉本 合格者数 満点

最高 最低

文 、弓、ιー 部 200人 632人 618人 3. 1 2.2% 200(50）人 534.25 428.33 700 

教育学部 60 138 137 2.3 o. 7 60(23) 779.25 657. 5 1, 050 

法 学 -ffll 400 878 864 2.2 ]. 6 400(55) 687.25 542.5 850 

経済学部 230 710 697 3.0 1. 8 230(12) 596. 75 486.5 800 

理 ’主 291 794 773 2.7 2.6 291(15) 889. 75 669.25 1, 050 

医 学 制1 120 373 348 2.9 6. 7 120( 8) 907.67 709.83 1, 000 

楽 戸－子"" 市1 80 148 144 ]. 8 2.7 80(32) 752 607. 75 1, 000 

工 ρ詳 部l 995 2,027 2, 012 2. 0 0.7 995(27) 825. 5 570. 5 1, 000 

647 I 2. 1 I :I!!!: •"f; 部 310 657 l. 5 315(56) 768~ 585.7~1~00 I 

2,686 6, 357 6,240 2.3 ]. 8 2,691(278) 

（注） 1 受験者数 ・欠席率は最終日（文 ・教育 ・法・経済学部は外国語，理 ・医・薬・

工・疫学部は理科〕のものである。

2.合絡者数の（ ）内は女子で内数である。

3.法学部と経済学部の合絡者数には，外国学校出身者のための選考試験合絡者15

名と 7名とが，それぞれ含まれている。

昭和60年度修士学位授与式

3月24日（月）午前10時から， M（｛利60'Li7－度修j． 

学位授与式が，本学総介休育館で挙行された。

学位授与式は，名誉教綬はじめ来賓の臨席のも

とに学位記授与が行われ，「総長のことば」があ

って午前10時30分に終了した。

本年度の修士課程修了者は，文学研究科60名，

教育学研究科17名，法学研究科19名，経済学研究

科12名，理学研究科145名，薬学研究科 35名，工

昭和60年度卒業式

h軍監獄 ず

雪量撚r

学研究科574名，農学研究科127名の計 989名であ

った。

3月25日（火）午前10時から，昭和60年度卒業

式が，本学総合体育館において挙行された。

卒業式は，名誉教授はじめ来賓の｜臨席のもとに

行われ，学捗；斉I I丹 （京都大学背楽部火予~楽団，京

都大学介唱固め協力），合格誕苫授与，「総長のこ

とば」のあと，「蛍の光」をf'f111tjして，午前 10If,] 

50分に終了した。

新学士は，文学部 199名，教育学部 52名，法学

部383;f1，経済学部 204名，理学部 286名，医学部

119名，薬学部 84名，工学部 830'.f,，農学音fl275名

の計2,432名であった。
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結核胸部疾患研究所長

佐川弥之助結妓胸部疾患研究所長の任期満了に

伴い，その後任として大島駿作結核胸部疾患研究

所教授（内利学第二研究部門担当）が 4月 1日任

命された。任期は昭和63年 3月31けまでである。

No. 309 

部局長の交替等

附属図害館長

阿l京 宏附属図書館長の任期滑t( tこf
？愛任として西回龍雄文~非；百l教j受 C-i言百丹学 i弘周E犯

－ 

当）が 4月1円任命された。任期は1171手1164年 3月

31 Hまでである。

文学部長

木因究｛言文学部長の任期満了に作い，その後任

として中 久郎文学部教授（社会学講座担当）が

4月 111任命された。任期は昭和62年 3Jl 31円ま

でである。

教育学部長

小林哲也教育学部長の任期満了に伴い，その後

任として和田修二教育学部教授（教育学講座担

当）が 4月 in任命された。任期は昭和63年 3月

31円までである。

医学部附属病院長

半回 議医学部附属病院長の任期満了に伴い，

その後任として内野治人医学部教授（内科学第一

講座担当）が 4月 1日任命された。任期は昭和63

年 3月31日までである。

教養部長

奥田光郎教養部長の任期満了に伴い，その後任

として佐野哲郎教養部教授（英語担当）が 4月 1

日任命された。任期は昭和62年 3月31日までであ

る。

化学研究所長

稲垣博化学研究所長の任期満了に伴い，その

後任として倉田道夫化学研究所教授（高分子構造

研究部門担当）が 4月 1日任命された。任期は昭

和63年 3月31日までである。

人文科学研究所長

柳田聖山人文科学研究所長の任期満了に伴い，

その後任として竹内 賢人文科学研究所教授（現

代中国研究部門担当）が 4月 1日任命された。任

期は昭和62年 3月31日までである。

基礎物理学研究所長

牧二郎基礎物理学研究所長の任期満了に伴

い，その後任として西島和彦基礎物理学研究所教

授（原子核理論研究部門担当）が 4月 1日任命さ

れf~o 任期は ilR和63年 3 月 31 口までである。

経済研究所長

尾上久雄経済研究所長の任期満了に伴い，その

後任として馬場正雄経済研究所教庇（産業構造研

究部門担当）が 4刀1日任命された。任期は1171和

62年 3月31日までである。

大型計算機センター長

JI羽義次大型計算機センター長の任期満了に伴

い，その後任として長尾貫工学部教綬（有線通

信工学講座担当）が 4月1日任命された。任期は

昭和63年 3月31J-1までである。

放射線生物研究センター長

1通塚莞爾放射線生物研究センター長の任期満了

に什ーい，その後任として武部 啓医学部教授（分

子腫揚学講座担当）が 4月 1日任命された。任期

は昭和63年 3月31日までである。

放射性同位元素総合センター長

兵藤知典放射性同位元素総合センター長の任期

満了に伴い，その後任として藤原元始医学部教授

（薬理学第一講座担当）が 4月1日任命された。

任期はJI［｛和63年 3月31日までである。

情報処理教育センター長

大野 豊工学部教授（情報システム工学講座担

当）が 4月 1日情報処理教育センタ ー長に再任さ

れた。任期は昭和63年 3月31「lまでである。

保健管理センタ一所長

北村李軒保健管理センタ一所長の任期満了に伴

oo
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い，その後任として小川隆三保健管理センター教

授（内科学専門）が 4刀1日任命された。任期は

昭和63年 3月31日までである。

昭和61年度医療技術短期大学部

入学試験の結果

昭和61年度医療技術短期大学部入学試験の合格

者氏名が， 3月14日（金）に発表された。

受験者数及び合格者数等は次表のとおりであ

る。

占一!- 科 ｜募集人員｜志願者数受験者数t合絡者数｜

看護学科 80人 218人 187人

衛生技術学H 40 238 204 

理学療法学科 20 J~7-I二19
作業療法学科 20 78 67 

160 671 577 

昭和60年度医療技術短期大学部

の卒業式・修了式

85人

42 

21 

21 

169 

医療技術短期大学部では， 3月19日（水）午前

10時から，本短期大学部講堂において来賓など臨

席のもとに，短期大学部卒業式及び同専攻科修了

式を挙行した。式は卒業証持 ・修了証書授与，学

長式辞，来賓祝静があって，午前1011:')'55分終了し

~－ h」。
本年度の卒業 ・修了者は，看護学科75名，衛生

技術学科36名，理学療法学科22名，作業療法学科

18名及び専攻科助産学特別専攻20名の計 171名で

あった。

（医療技術短期大学部）

藤永太一郎名誉教授，野崎一名誉

教授，永田雅宜教授，堀江正治教授

が日本学士院賞を受賞

このたび， j藤永太一郎名誉教授，野崎 一名誉

教授，理学部永田雅宜教授，同期江正治教授に日

本学土院賞が授与されることになった。授賞式は

6月上旬，「｜木学士院会館で行われる予定であ

る。

以下に各名誉教授並びに教授の略歴，業績等を

紹介する。

藤永太一郎名誉教授

藤永名誉教授は，本籍山口

県，昭和16年京都帝国大学理学

部化学科を卒業，引き続き同学

部助手，同21年講師，同32年助

教授，同35年教授（化学教室分

析化学講座担当）に任ぜられ，

分析化学の教育，研究に尽力，

同57年停年退官，同58年奈良教育大学学長に就任

現在に至っている。

今回受賞の対象になった研究課題は「徴量電気

分析法の開発」である。同名誉教授は，屯気分析

化学の分野で独創的研究を進め分析化学的方法論

の展開に於いて主導的役割を果たしてきた。その

第ーは，直流電圧に矩形波パルスを重畳，微分型

で記録する矩形波パルスによる示差ポーラログラ

フイーの開発て＼現在の最高感度測定法である

differential pulse polarography の先駆的研究

となっている。第二は，高正電位及び高負電位電

極を参照電極とし折示電極との聞のm流測定によ

る外部加電圧装置を用いない短絡屯流滴定法の開

発であり，第三は，電極聞の電圧変化一電流測定

の電位規制方式に対し，電流変化に対して電位測

定を行う電流規制ポーラログラフイーの創始であ

る。高抵抗溶液中でも電流一電位曲線が影響を受

けないとし、う特徴から，最近新しい解析法として

注目されている。第四は，カラム充棋の粒状物質

を作動電極とする電解クロマトグラフイーの開発

で，短寿命化学種，高放射性該種の迅速分離定量

を可能にした。さらに，屯畳分析法と組み合わせ

たクーロポテンシオメトリーを創案，自動制御に

よる超微量分析法を開発した。第五のイオン電極

ボルタンメトリーは，最も最近の研究で，通常の

電極が金属一水溶液界面での電子を取り扱うのに

対し， イオン屯極は有機溶媒（抗II)－水溶液及び

沈殿一水溶液といった界面でのイオン（電荷）移

動を取り扱う電極であると理解し，界面での電位

発生機構と電極反応機構の理論を確立，実際に第

三の研究で自ら開発した電流規制ポーラログラフ

イーを用い証明した。これにより試行錯誤的に開

発されていたイオン電極の領域が理論的に確立さ
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れ，応用研究も急速な発展を見せるようになっ

た。今日，欧米でも多くの追試的研究が行われて

いるが，逸早く英国 Royalsocietyの評価する所

となり1981年招かれて特別講演を行った。

同名誉教授の分析化学の業績に対し，既に同分

野で最も権威のあるタランタ国際賞他二つの学会

賞が授与されたが，該博な専門知識により日本学

術会議会員，学術審議会委員，日本分析化学会長

等各学会役員，国際的には IUPAC分析化学委

員，また環境科学，分析化学等の国際会議では組

織委員長等として活躍した。現在もセンサーの国

際会議，海洋化学研究所の組織化等指導的役割を

果たしている。学内でも，理学部附属機器分析セ

ンターの初代センター長，同瀬戸臨海実験所長と

して研究教育及び行政に努力貢献した。

（理学部）

野崎一名誉教授

野崎名誉教授は，岡 山県出

身，昭和18年京都帝国大学工学

部工業化学科卒業，同大学大学

院特別研究生を経て，昭和21年

同大学ユ：’下部講師，同22年京都

大学工学部工業化学教室助教切6・J受，同31年米国コーネノレ大乍に

留学，同38年京都大学工学部工業化学教室教授

（有機反応化学講座），同 60年停年退官，同名誉

教按，同年岡山理科大学教慢となり ，現在に至っ

ている。同名誉教授はこの間，昭和49年 日本化学

会貨を受賞している。

同名誉教授の今回の受賞の対象となったのは

「有機金属化合物を用いる化学合成への貢献」で

ある。

人類に役立つ物質を化学合成するための方法の

開拓が望まれていたが，従来は利用できる元素の

数も少く ，また有機化学反応も｜浪られており，合

成の標的として取り上げることができる化合物も

限られていた。同名誉教授は，有機金属化合物を

有機合成反応刑または触媒としてJn~ 、る有機合成

化学の新しい方法論を展開し，高選択的有機合成

法を数多く見出している。ホウ索，アルミニウム，

ケイ素，スズ，及びクロムを含む有機金属化合物

の未知特性を採りあて，高選択的合成反応に利用

している。その主なものとしては，これらの化合

物の特性の深い理解のもとに，酸 ・塩基複合反応

斉IJの概念を編み出し，この考えにもとづいた新し

し、反応剤の設計を行い ， 官能基~択性，位置選択

性，立体選択性にすぐれた高選択的合成反応を数

多く開発している。

同名誉教授は，金属カルベノイドに関する基礎

的研究及びその利用による新しい合成反応の開拓

を行い，シクロプロパン誘導体の不斉合成への道

を聞き，また金属一金属結合をもっ新しい反応剤

の開妬と利用による有機合成の新手法を編み出

し，生理活性化合物などの合成に利用 し，成果を

あげている。

以上の成果はいずれも有機合成化学の分野で国

際的に高く評価されており ，またこれらの成果が

先導的役割を果していることは，同名誉教授の発

表論文の引用度の高さによっても示されている。

（工学部）

永田雅宣教授

永田教授は愛知県出身，昭和

25年名古屋大学児学部数学科を

卒業，引き統き大学院特別研究

奨学生として半年間大学院に化

籍した後，名古屋大学理学部助

手に採用された。昭和28年に教

養部講師として木学に転任し，

以後理学部講師，同助教授を経て，昭和38年に同

教担（代数学講座担当）に任ぜられた。

研究分野は代数学であるが，そのうち，可換環

論及び可換代数の代数幾何学への応用に主力を注

いできた。

今回の受賞の対象となった研究課題は「可換代

数の研究」であるが，これは同教授が主力を注い

できた研究全体に対するものと考えられるO 数多

い研究業績のうち， fはも有名なものはヒルベノレト

の第14問題の解決であり，それは群が多項式部に

作用する場合の不変式全体が有限生成であるかと

L、う問題であゐ。1958年の世界数学者会議（英国

エヂンパラr!Yで開催）において，一般的には否定的

であることを示した後，有｜製生成になる場合の研

究を進めてこの型の問題の解明に大きな貢献をし

た。その他の著名な業績の中には，代数幾何学に
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関連の深い「局所環」（名称の由来は， 「多様休上

の函数で，その上の一点で正則なもの全体のなす

環」である）についての研究の他，ヘンゼル環と

いう概念の導入，さらに，代数幾何学で座擦を考

えるのに復素数体など，基礎体の上に築いていた

のを，環を基礎として築く方法を確立したことな

どがあげられる。

教育面では，同教授のもとで研究生活を開始し

て，現在数学者として活躍している人々は多数い

る。

学内では昭和55年11月20日から 2年間評議員で

あった。

学外での活動としては，今期（第13期）の学術

会議会員（第4部）であり ，また，多年にわたり

日本数学会の理事を務めている。

（理学部）

堀江正治教授

助l江教授は東京都出身，昭和

25年東京文理科大学 （現筑波大

学）地理学科を卒業， 昭和28年

に本学Fl！学部大学院に入り ，31

年から 3年間米国エール大学大

学院に留学した後，同35年本学

理学部助手となって理学部附属

大津臨rlYJ実験所に勤務した。その後昭和43年助教

授に任ぜられたが，同52年本学理学部附属琵琶湖

古環境実験施設の設置に伴って教授に任ぜられ，

以後琵琶湖底深層掘削とその試料の解析に尽力し

現在に至っている。

今回の受賞の対象となった研究課題は「琵琶湖

の堆積物と日本の氷河追跡に基づく第四紀年代学

的研究」 である。同教授は，既に文理大在学中に

飛騨山脈の氷河地形調査や猪苗代湖湖岸段丘形成

過程の解明を行って 日本における湖沼年代学（古

陸水学）の基礎を樹立したが，その後，琵琶湖堆

杭物研究について，上野益三（動物学），菅原健

（地球化学） , G. Hutchinson （動物学） , R. Flint 

（地質学） ，松下進（地質学） ，速水碩一郎（地球

物理学）， 宮地伝三郎（動物学）の諸教授から多

くの示唆と助言を得て，同教授を代表者とし学

際的研究を主眼とする琵琶湖底掘削研究ク・ループ

を組織し，昭和46年に科学研究費による 200m 

の掘削を実施した。研究組織全員の努力の積み重

ねによってこの採取試料の解析から得られた地球

磁場や気候の変動などの多くの成果は，地球古環

境研究における湖底堆積物試料の有用性を如実に

示したものとして昭和49年に朝日学術奨励金が交

付されたほか，国際的にも大きな注目を集めた。

同教授はその後さらに湖岸における 1,000mの

掘削，日本学術会議並びに国際陸水学会における

委員会の設置や運営などの精力的な活動を重ね，

古環民実験施設の新設によって昭和57・58年に水

深 68.4m 地点で 1,422.5m （堆積層厚 .910 m) 

の掘削を実施した。現在，研究組織の研究者によ

る過去約 300万年間の地球古環境の解明が進めら

れている。また，同教授は昭和54年から 3名のヨ

ーロッ パ氷河地質学者を招いて 円本高地の踏査を

重ね，同教J受を中心とする氷河追跡と古気候の国

際共同研究を発展させている。

同教授は既に国際陸水学会副会長の重責を果

し，現在同学会付置古代型湖掘削計画委員長及び

国際地質学対比計画（第四紀氷河作用）国際委員

の任にあり，国際的な研究推進に尽力している。

（理学部）

一一時一一七
＜部局の動き＞

東南アジア研究センター創立20周年

記念シンポジウム

東南ア ジア研究セ ンターは3月 15「｜（土）, 16 

日 （日）の2日間，楽ぶ会館において，創立20同

年記念シンポジウムを開催した。

全体のテーマを「東南アジア世界への視座 ・総

合生態学の方法を求めて」とし，自然生態構造

（占川久雄） ，fl霊史生態学の試み（高谷好一），生

産生態学への視座（福井捷朗），社会生態学の視

座（坪内良博），文化生態学への視座（前回成文），

政治生態学の手法（矢野l揚）のセッションをもう

けた。ねらいは過去20年を振りかえり，今後の地

域研究の進め方を模索することであった。討議に

は，約100名の研究者が参加した。

（東南アジア研究センター）
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(1）超高層物理学研究部門

1j1性大気力学及びプラズマ物瑚！学の研究が行わ

れている。中照大気から電離聞大気までの官il(域で

の大気力学研究としては，中府大気国際共和j観測

計iili/(MAP: 1982-85年）に，お！Ehlレー〆ーと

MU レーダーを用いて参加し，平均j札 1J~f市重ブJ

波，大気潮汐波の研究が行’われている。レーダー

観測の他，珂一論的研究による大気力学の研究も雌

んに行われている。電開「閤からの上のスペース ・

プラズマ中の波動物F1l学の研究は， FR論や大規i杉1

Hf／：機実験（コンピュータ ・シミュレーション

（閃））及びj・:j[j科学研究所との協）Jによる飛朔イ本

観測l等により進められている。また，強力な＇il!:vJL

による宇宙エネルギー伝送に関する基礎的研究も

No. 309 

く紹 介＞

超高層電波研究センター

超高層電波研究セ ンターは，昭和36年に設置さ

れた工学部屯断層研究施設（木広報i¥ct172参照）

が昭和56年4月に改組され，文部省令による全

同共同．利用七ンターとして発足したものであ

る。宇治地区に本拠地を置いている他，大型設備

として，信楽 MU観測所に MUレーダー（木広

報陥 282参照）を有している。木七ンターの設置

目的は，超高層及び巾照大気に関する電波観測及

びこれに関連する研究を行うと共に，全国の大学

その他の研究機関の研究者の共同利用に供する

ことである。研究部門は，超高層物理学，超高層

電波工学，レーダ一大気物理学， レー〆一大気

環境科学（外国人客員部門）の 4部門であり，信

楽 MU観測所にはレー ダー情報処理室がある。

対流閤，成層圏，中間圏，屯離圏，磁気閤，惑星

間大気までを含む中層からMl高層までの中性及び

プラズマ大気を電波観測，理論，計算機実験，室

内実験等の手段により活発なl研究が行・われてい

る。また，大学院工学研究科の構成員として大学

院教育が行われている。全国共同利用施設として

MUレーダーの共同観測事業も順調に進められ，

全国研究者の当該分野の中心的役割を果してい

る。 以下に，固定部門の研究内容について，簡単

に述べる。

iιめられている。

(2) 超高層屯波工学研究部門

1 ）電夜fU宵プラズマ擾乱に関する研究， 2）地

球磁気圏 ・ 電離層物FR~こ関する実験的研究， 3)

金子エレクトロニクスに関する研究が行われてい

る。 1）は地球磁気聞で生起する電磁的及び力学

的現象の＇iT！：脈問への影響， ド！円大気擾乱との力学

的結合の研究である。 2）はオーロラ発生に寄与

するm子加速機術と屯磁波放射機構，磁気圏電離

府間の電気的結0系解明のための研究で大型プラ

ズマチェンバーを用いて行われている。 3）は，

向性能光ポンピング磁力計による屯肉ff.用電流の訓lj

定，各種レーザーに

よる光化学反応（エ

アロゾル粒子の生

成），強電磁波一原子

非線形相互作用（光

多.m:安定成，カオ

ス）' レーザ一発阪

のMi目安定化等基礎

的研究がi止められて
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('.l) レーダ一大気

物理学研究部門

MUレー〆一 （表

紙写真）を中心とし

た大気物理学とレー

図 大型計算機実験によるスペース・プラズマ中の電7・ビーム励起の

プラズマ波動スベクトノレとビームの伝搬
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ダー工学の両側面に係わる研究が当部門の課題で

ある。大気物理学としては， MUレーダーによる

中層大気の波動や乱流の観測 ・研究が行われてい

る他，奇波レーダーや気象レー夕、ーを併用した対

流圏 ・成層閣の温度分布や対流聞の降雨現象の研

究が進められてし、る。また， MUレー ダーと電離

層観測装置による電離聞大気の観測も開始され

た。一方，レー〆ー工学に｜却する研究では， MU 

レー ダーで様々な実験 ・観測を行うためのソフ ト

ウェアを中心とした技術開発に主力が置かれてい

る。更に，将来の新しいレーゲーシステムの研究，

科学衛星を用いた MU レー 〆ーアンテナ特性の

計測が行われている他， ’屯流の散乱，系統誤差等

の研究も進められている。

（超高層電話Si.研究センター）

附属図書館Av （視聴覚）ブースの

利用を 4 月から開始

附属図書館では，昨年来， AV（視聴覚）フ

ースの開設に向って資料の選定 ・整理やi¥f;(ilijを

行ってきましたが，このほどド記の要飢で開設

しますので，ご利用下さし、。

利用開始

受付場所

利用対象者：

利用時間

受付時間

＃持材

資料

A. ビデオ資料

I. 英iilf

目己

昭和61年4月7仁I（月）から

附属図古館 3 附~i＇殊資料室

本学の教職員 ・学生等

月～金. 9 00～16 : 45 

土 ：9:00～1 1 45 

月～金 I9・00～11 45 

'13 . 00～16 30 

土.9・00～11. 30 

L Lブース : 10台

ビデオブース 8台

利用できるのは，当館所蔵の

資料に限ります。

基本的な語学学習用のビデオ

テープ及び語学カセッ トテー

プを整備しました。現在ある

資料は次のとおりで、す。

1) The passport for you 

2) It’s your turn lo speak 

3) People you meet (BBC) 

4) Follow through (BBC〕

5) Television Engl凶1 (BBC) 

6) Follow me to San Francisco (BBC) 

2. ドイツ誌h

1) NHK ドイツ語入門

3 プランス話

1) En tr白 libreI, II〔フランλ外務省）

4. ロシア語

1) Russian language and people (BBC) 

5. 日本語

1 ）国立国語研究所企画 日本語ビデオ，全30話．

6 ;& 

2）文化庁企闘 日本語ビデオ，全6巻

3）正しい日本語の使L、かたビデオ教材 全3話，

l巻

B. LL資料

I 英語

1）リンガフォン英語コース

米諸中級，上級コース

米語新スタンダード ・コース

Intermediate English course 

2) ICE 英語初級，中級， 上級

New English 900 

Student course in English 

2. ドイツ語

1）リンガフォン ドイツ語コース

Deutscher Aufbaukurs 

2) ICE 基礎ドイツ語会話
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3. フランス語

1）リ ンガフォン フランス語コース

2) ICE 

(Cours de fran~ais) 

Cours de fran<yais de 

deuxi色meetape 

基礎フランス語会話

入門，初級コ一九

Intensive spoken French 

初級，中級，上級

4. ロシア語

1）リンガフォン ロシア語コース

5. 中国語

1）リンガフォン 中国語コー久

6. 日本語

1) ICE In tens1 ve course in 

Japanese, elementary. 

近世京都展一一景観・文華・生活ーーの開催

附属図書館では，新入生の歓迎をかねて，本

館に所成している京都関係の資料の中から，近

世京都の姿を術倣できるものを選び下記のとお

り展示会を開催します。

入学式から 1週間新入生諸君に京都の歴史の

一こまを理解してもらうように企画しました。

多数ご来場下さし、。

記

日時： 4月11日（金）～17日（木）

(13日（日）を除く）

午前10時から午後5時まで

白浜海の家の開設

本学の学生及び教職員の厚生施設として，白

浜海の家を下記のとおり開設します。

昨年までは開設期聞を限定しておりました

が，今年度から通年開設としました。

この海の家は，三段壁をはじめ千畳敷 ・円月

烏など風光明朗な南紀白浜にあり，海に近く，

夏は海水浴に最適のところで‘す。

また，海の家のある理学部附属瀬戸臨海実験

所構内には， 500種以上の海の生物を集めた水

族館があり，有料で公開されています。

記

1 .名称 京都大学白浜海の家

2.所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町

京都大学理学部附属瀬戸臨海実

く資 料〉

昭和60年度教育実習実施状況

昭和60年度における教育実習は45都道府県にお

場所 ： 京都大学附属図書館

展示ホール（ 3階）

展示資料の内容・ 近世京都の景観を描いた

洛中 ・洛外図類，高瀬川，大堰川等の当時の様

子を示す絵図，京都の支配構造を知る文書類，

人々の生活を知る町有文書類，京都の観光案

内，及び元治元年 (1864）の蛤御門大火の記録

等の資料。

（備考）入場無料，一般公開

（附属図書館）

験所構内

（交通機関）

国鉄紀勢線「白浜駅」下車，明光パス「明

光パス本社前」行に乗車，終点で「臨海」

行パスに乗換えて，「臨海」下車。

3.開設期間昭和61年度から通年開設となり

ますのでいつでも利用できま

す。

4.室数 和室3室

5.収容人員 35名

6.所要経費 l人 l泊使用料50FJ，ほかに食

費等実費程度。

7.申込み及び利用に関する詳細は，体育会事

務室（西部構内総合体育館内，電話学内

2574）に照会して下さし、。

（学生部）

よぶ！詞公私立の高等学校200校，中学校49校，養

護学校 3校の協力を得て， 5月から12月までの間

に尖施された。
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1 .学部別の履修状況

学部 I I I I I I I I 
区分 文学部 l教育学部｜法学部 ｜経済学部｜理学部医学部 l築学部 ｜工学部 ｜農学部 ！ 計

参 加 i:fl~1~1 39人1~人」竺I~坐 o人:i__ _±I 51人！」竺1~竺人
取 JI: 者 I 8 I 6 3 4 I 15 I 0 I 0 I 4 I 11 I 51 

実習終了者 121 33 10 10 I 116 I o I 3 I 47 I 57 I 397 

部 ｜薬判工判 ｜問 1i 計

If ~i 
山 ｜出身十空

身 ｜取止者

校 実習終了者

3.教科別，校種別の人数

法学部F済学部｜理学部 ｜医学部 ｜薬学部 工学部i法学部 ｜ 計

科 ｜尚等学校

数中学校

学高等学校

小学校

高等学校

,--3苧学校 i0 

合 計ー 121 

ー九
百
ロ

104 20 

4 0 

10 

。
33 10 
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