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新年を迎えて

総長沢田敏男

年頭にあたり，ご挨拶を申し上げます。本年は，ご承知のように，我が国の行政改革や財政再建

の諸施策が本格的にスタートするため，文教 ・学術行政の面においても，厳しい年になることが予

想されます。この問題は，我が国ばかりでなく，現在世界の多くの国々が直面している重要問題で

あり，我が国としても真剣に取り組まなければならない問題であります。しかし，臨時行政調査会

（し、わゆる第二臨調）の行政改革の理念一一行政の中・長期ピジョンーーとして掲げている と活力あ

る福祉社会の実現や国際社会に対する貢献の増大zなどという目標を志向し達成するためには，学

術文化 ・科学技術を振興することこそが大切なことであると考えます。そこで政府は，重要施策の

一つにミ科学技術の振興ヨを掲げ，一部予算面にも反映されていることは，歓迎されるところであ

りますが，ここで留意すべきは，科学技術の振興における基礎科学の研究，すなわち学術研究の重

要性についてであります。なぜならば，飛躍的な成果をもたらす独創的，先導的な科学技術の芽生

えは，幅広く行なわれる基礎的な学術研究の推進の中で，研究者の多彩な発想により生み出される

ことが多いからであります。学術研究の推進は，我が園の過去 1世紀余にわたる学術研究の歴史的

発展過程からみて，また人材その他のポテンシャルから考えても，大学がその中心的役割を演じなけ

ればなりません。この点において，とくに国立大学の果すべき責務は重大であると言えましょう。

京都大学は，本年創立85周年を迎えますが，創立以来これまで，清新なる学術の発展を促し，真

にアカデミックな大学を創るとし、う創立の主旨が継承され，独自の学風が培われると共に，学術研

究面において幾多の輝かしい成果を挙げてまいりました。とりわけ，人文社会科学部門において京

都学派と称揚される学風が形成され，また自然科学部門においては故湯川秀樹博士，故朝永振一郎

博士がノーベル物理学賞を受賞され，広中平祐教授が数学のノーベル賞とも称せられるフィールズ

賞を受賞され， さらに昨年福井謙一教授が我が国初のノーベル化学賞受賞の栄誉に輝かれたこと

は，京都大学としても大きい喜びでありました。教官，研究者各位におかれては，これらの偉大な

研究業績に続くべく，なお一層精進なされることを期待するものであります。

私は，今後共関係者各位のご理解とご協力を得て，研究 ・教育の場にふさわしい環境の整備や研

究支援体制の改善 ・充実をはかり，より一層の学術研究の推進に努力してまいりたL、と念願するも

のであります。

。略。令........... ~碕ゆる夕、品。、。、＂＂＇，，、、少、.............. -v.:.令4ゃ。、，，、4為4令4も－＂＇、必、、d民同ミ回会担多角、4キA、A、，，、4キ，＿.＿.令4お，~－争ミV少ふ4弘、

く大学の動き＞

沢田総長，スウェーデン王国の

大学等を訪問

沢田敏男総長は，去る12月8日から高等教育 ・

研究機関視察のため，スウェーデン王国を訪れ，

予定どおりの旅程を終えて， 12月14日帰国した。

今回の主な訪問先は，ストックホルム大学，ウ

プサラ大学，カロリンスカ研究所，ロイヤル科学

アカデミ 一等であり ，各訪問先においてそれぞれ

関係者と意見交換を行ない，あわせて12月10日に

ストックホルム市コンサー トホールにおいて挙行

されたノーベル賞授賞式に参列した。
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新年名刺交換会

本学恒例の新年名刺交換会が， 1月4日午前10

時から京大会館において，沢田敏男総長をはじめ

平津輿元総長，名誉教授，教職員約 360名の出

席を得て行なわれた。

初めに沢田総長から新年の挨拶があり，次いで

平津元総長の発声による乾杯ののち歓談，松田

長三郎名誉教授の発声で万歳を三唱し，午前10時

30分散会した。

福井謙一教授ノーベル化学賞

受賞記念講演会の開催

去る12月10日， 福井謙一工学部教授がノーベル

化学賞を受賞されたのを記念して，本学では，下

記のとおり講演会を開催する。

言己

日時 1月26日（火）午後3時～5時

場所 法経第四教室

挨拶 総長沢田 敏男

講演 「科学と文化」

国立民族学博物館長梅梓忠夫

「科学と人間」

工学部教授福井謙一

なお，工学部においても，下記のとおり記念講

演会が開催される。

記

日 時 2月8日（月）午後 l時～3時

場所 法経第四教室

挨拶 工学部長佐藤 μ乱" 

講 演 「技術における科学」

名誉教授児玉信次郎

「化学反応はなせ．起こるか」

工学部教授福井謙一

部局長の交替

医学部長

早石修医学部長の任期満了に伴い，その後任

として伊藤洋平医学部教授（微生物学講座担当）

が12月16日任命された。任期は，昭和58年12月15

日までである。

経済学部長

渡瀬浩経済学部長の任期満了に伴い，その後

任として平田清明経済学部教授（経済原論講座担

当）が 1月10日任命された。任期は，昭和58年 1

月9日までである。

クイーンズランド大学との

学術交流

本学とオーストラリア国クイーンズランド大学

との学術交流に関する覚書が，昭和56年12月22日

付けで，下記のとおり締結された。

この覚書の交換は，昭和55年 6月13日，タイー

ンズランド大学デイビーズ副学長補が来学，両大

学の学術交流について協議が行なわれたことを契

機とし，その後，数次にわたる交渉があり， ま

た，学内で検討が重ねられた結果，締結されたも

のである。

日本国京都大学とオーストラリア国クイーンズランド

大学との国際協力と学術交流に関する覚書

昭和55年6月13日，京都で，京都大学とクイー ンズラン

ド大学との友好関係を確立するための協議が行われた。

岡大学は，相互に，教育及び研究の協力と交流を推進

するために，次の原則に従って，協力関係を樹立する意

志があることを表明する。

1. 双方は，学術出版物，カリキュラムの情報及び関連

の研究報告を含む学術資料の相互交換を推進する。

2. 両大学は，学習及び研究のために，相手大学へ派泣

される学生を推薦するよう努力する。各大学の学生の

推薦については，派遣大学が責任を持ち，受入れにつ

いては， 受入れ大学に一任する。各学生に係る経費

は，派逃大学が負担する。ただし，このことは，学生

が各種の奨学金制度に応募し，奨学金を受けることを

妨げるものではなし、。

3. 両大学は，教官が，相手大学の同意を得て，当該大

学を訪問し，研究に従事し，また，セミナーを行うこ
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とを奨励する。訪問教官は，研修料等を徴収されるこ

となく研究に従事することができる。訪問教官に係る

旅費（外国及び園内旅費〉及び滞在裂は，派逃大学が

負担する。双方とも，相手大学からの訪問教官に研究

設~mを提供することができる。また， 受入れ大学は，

訪問教官の滞在中に，保健，言語，慣習等の問題が起

った場合には相談に応ずる。

4, 両大学は，講義のため，相手大学から教官を紹へい

することができる。この場合，招へいした教官に係る

研究経費，滞在＇］！｛及び旅貨〈外国及び園内旅費〉は，

受入れ大学が負担する。

5. 両大学は，会議，ワークショップ及び学術討論会へ

の参加を目的として，研究者を招へいすることができ

る。また，これらの会議， ワークショップ及び学術討

論会には，相手大学を訪問中の研究者をも加えること

ができる。経費はすべて参加者の負担とするが，受入

れ大学が費用の全額あるいは一部を負担することもで

きる。

6. 両大学は，相互に関心のある事項と協力に関して協

議する機会を多くするため，教職員が代表団に参加し，

また，学術上の会議に出席するために相手国を訪問す

るときは，あらかじめ，その氏名を相手大学に通知す

る。

上記の事項は， 昭和56年度中に開始する。実施計画

は，年 I回，両大学が共同で作成し，あるいは，どちら

か一方の大学で、作成した原案に基づいて意見を交換し，

作成する。この計画は，それぞれの大学での承認をもっ

て実施される。

この覚illは，日本文及び英文によって作成し，両文書

はひとしく正文である。

昭和56年12月22日

京都大学総長

沢田 敏男

クイーンズランド大学高I］学長

フ’ライアン ・G ・ウイノレソン

外国人留学生懇親会

恒例の総長招待による外国人留学生懇親会が，

去る12月9日（水）午後6時から，京都グランド

ホテルにおいて留学生，教職員等約 40 0名が出

席ーして開催された。

この懇親会は，本学に在学している留学生が，

総長，部局長，指導教官をはじめとする多数の教

職員等と一堂に会して親しく懇談し，相互理解を

深める機会とするもので，昭和36年以来毎年学生

部が実施している。

会は，北川善太郎学生部長，佐藤俊総長代理

の後拶についで長谷川善一文部省学術国際局留学

生課長等来賓の祝辞があったのち，西島安則国際

交流委員会委員長の発声による乾杯で始められ，

琴の演奏を背景に留学生からお国自慢が主主露され

るなどして ，終始なごやかな雰囲気のうちに，午

後 8時30分閉会した。

なお，今回も昨年と同様，常日頃留学生のお世

話願っている多数の木学外の関係者にも参加して

し、たずごし、 f~ o

自衛消防団員に感謝状贈呈

去る12月22日（火）午前10時から，本部事務局

長室において，自衛消防団員に対して総長からの

感謝状が贈呈された。この日感謝状を受けた団員

は，佐竹貞雄，青山茂男，橋本義雄，石井利和，

長谷川 功，田中日出男（以上経理部） ，渡部健吉

（学生部），池上五男（医学部） ，森下 健（工学

部），宇野武男（教養部），石田長男，仲豊蹟

（以上医学部附属病院）の各氏である。

このあと，午後2時から ，本学自衛消防団と左

京消防署合同による消防演習が本部構内工学部 8

号館を中心に行なわれ，本学自衛消防団の 日頃の

訓練成果が披露された。
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西川義正名誉教授が日本学士院

会員に選ばれる

このたび，西川義正名誉教授が日本学土院会員

に選ばれた。

以下に同名誉教授の略歴，業績等を紹介する。

西川名誉教授は富山県出身，

昭和11年東京帝国大学農学部獣

医学科を卒業後，農林省畜産試

験場，同農業技術研究所を経

て，昭和32年 4月京都大学農学

部教授に任ぜられ，昭和51年 3

月帯広畜産大学学長に就任し現

在に至っている。

この間40年聞にわたり，家畜繁殖学の分野で鋭

意研究教育に尽力されるとともに，多くの応用新

技術の開発によって家畜の改良 ・増殖に貢献され

たが，その学術業績は家音の繁殖生理に関するも

のと，人工授精に関するものとに大別される。

家畜の繁殖生理に関する研究としては，家畜に

性ホルモンや性腺刺戟ホルモンを注射することに

よってその反応機構を明確にし，動物種による反

応の相違を理論的に解明する手法を用いて比較家

畜繁殖学に多くの基礎的知見を提供された業績は

高く評価されている。更にこの成果を人工発情動

物の造成法，豚の化学的肥育法，家畜の早期妊娠

診断法，馬の繁殖季節の人為支配法，馬流産の予

防法，牛の卵巣のう躍の治療法など新技術の開発

に結びつけた功績は大きく，これらの技術は現在

も家畜の生産性向上に広く応用されている。

家苦手の人工授精に関する研究としては，牛 ・山

羊・馬を中心にその精液採取・検査 ・保存及び注

入にわたる一連の技術研究を行なうとともに，造

精機能，精子の体外における生存並びに保存に関

する基礎的研究に新分野を開拓された。この分野

の研究は人工授精の応用による牛をはじめとする

家畜の改良や，生殖器伝染病の撲滅などの面で，

学界のみならず畜産業界にも大きく貢献された。

このような研究は，数多くの著書論文で国際的

に広く発表され高い評価を受けてきたが，とりわ

け『家畜人工授精法』， Studies on Reproduction 

in Horses-SingulariりandArtificial Control in 

Reproductive Phenomena－ーは特筆されるべきも

のであり，単に資産獣医学の分野だけでなく，医

学，動物学の分野においても極めて高く評価され

ている。

以上の功績は日本国内では昭和36年に農林大臣

賞，昭和39年には日本学士院賞をはじめとする幾

多の受賞となって真価を認められ，海外でも昭和

50年にドイツ連邦共和国政府から大功労十字勲主主

を授与されるなど，多くの栄誉をたたえられた。

また，学会活動面でも，日本畜産学会会長，日

本学術会議会員などを歴任され，現在も世界畜産

学会会長の重去を果されているとともに，昭和51

年以来帯広畜産大学学長として，学術及び大学教

育の発展に貢献されている。

（農学部）

ヨ両内科包~、，、ヒ~、、炉ミ＝＂＂＇セ時巴＝＝＝＝＂＂＂＇酔ミ＝＝＝＝少、、，可己主主フミ討内ミ~、タ時ヒ＝＝＝タペ皆、＝＝＝＝夕、炉、~~

く紹介〉

化学研究所・核酸情報解析施設

デオキシリポ核酸（DNA）は塩基部分の構造

が異なる 4種類のヌクレオチドが燐酸ジエステル

結合で重合した生体高分子であるが，近年生命科

学における重要な研究対象となったのは， DNA  

が遺伝子の本体であり，その塩基配列に遺伝情報

を符号化していることが明らかになったからであ

る。原理的にはD NAの塩基配列を決定すれば遺

伝情報を解析することができるわけであるが，一

つの細胞に含まれるDN A分子の塩基の数は大腸

菌のような細菌のもので4×106個，人間のよう

な高等生物のもので8×109個にも達する。しか

も4種類の塩基の配列とし、う単純な構造をもつた

め， D NA塩基配列の解析は従来極めて困難とさ

れてきた。

ところが近年，制限酵素の発見と組換えDNA 
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報

実験の技術の開発により，長いDNA鎖を特異的

に切断して生物学的に増量することが可能となっ

たため， DNAの塩基配列を実際に決定すること

ができるようになった。表紙の図は，本施設で決

定し昨年度発表したアデノウイルス12型DNAの

発癌遺伝子領域の塩基配列である。このなかにネ

ズミの細胞を癌化する遺伝子情報が含まれてし、る

（表紙図中の AGC Tは4種類の塩基，ム企など

の符号を付けたところは遺伝子発現に必要なシグ

ナル配列を示す）。このようにDNA塩基配列を

決定して遺伝情報を解析することにより，生体の

構造や機能について多くの基礎的知見を得ること

ができる。また一方その成果を基礎とした組換え

DN  A研究は，応用分野で活用されて人類の福祉

に貢献すると期待されている。

本研究所ではかねてから分子生物学部門を中心

としてDN Aの構造研究や組換えDNA実験の基

礎的研究を行なってきた。また一方DN A構造決

定法の技術講習会の開催，組換えDN A実験に用

いる各種酵素の供与などを通じて，関連研究室と

の研究協力を積極的に行なってきた。このような

状況下で昭和54年度には組換えDNA実験指針に

もとずいた組換えDNA設備が完成，吏に｜昭和56

年度にはDN A情報の解析を専門に行なう核酸情

報解析施設が設置された。組換えDNA笑験は異

種のDNAを生細胞に移入するとし、う過程を含む

ため，この種の実験は生物学的及び物理的封じ込

めの条件下で行なうことが実験指針で定められて

いる。物理的封じ込めの設備は実験の材料と種類

に応じて p1から p4の4段階に分けられている

が，本施設に設置されている設備はP3レベルの

実験まで行なうことができる。本施設ではこの実

験設備を学内を初め他大学の研究者の利用にも供

している。

本施設の専任スタッフは極く少数（現在助手 l

名）であるが，研究目的とするところは塩基配列

の決定によるDN A情報の解析と組換えDNA実

験の基礎的研究である。 DNAtこは約 I万種類の

遺伝子が含まれており，それぞれ発現の制御領域

をもっている。しかも遺伝子や発現制御領域の構

造は生物種によって異なる。現在までに得られて

いる知見は極く僅かであり，今後重要な遺伝子に

ついてのデータを広汎に蓄積して行くことが要求

．”・・

＋ 

される。一方組換えDNA実験の技術は開発され

て数年を経たに過ぎず，基礎技術の面でまだ多く

の研究の余地が残されている。本施設では，DN

A塩基配列決定法の改良研究，遺伝子の機能解析

に必要な塩基配列置換法の研究，新しい制限酵素

の模索とクローニングベクターの開発などを進め

ている。
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DNA塩基配91］の分析パターン

（化学研究所）
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庄司
白井孝三郎（経理部事務官）

昭和56年12月29日逝去， 65歳。昭和31年教育学部勤

務，同41年経理部管財課に配置換。昭和51年本学永年勤

続者表彰（20年勤続〉を受ける。

新谷良一（経理部事務官）

昭和57年 1月8日逝去， 44歳。昭和42年経理部経理課

勤務，同56年経理部管財課に配置換。

日 誌

(1981年12月1日一12月31日）

12月 l日 発明審議委員会

7日 環境保全委員会

8日評議会

。総長，スウェーデンにおける高等教育 ・研究

機関視察のため， スウェーデン王国を訪問

(12月14日まで〉

9日 附属図書館商議会

。 ソピエト社会主義共和国連邦科学アカデミー

アメリカ ・ カナダ研究所所長 Georgy 

Arciadievich Arbatov氏来学，国際交流

委員会委員長および関係教官と懇談
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11日 防火委員会

15日 カナタ・ Alberta大学学長 MyerHorowitz 

氏， Saint Mary’s 大学学長 Kenneth 

L. Ozmon 氏および Queen's 大学学長

Ronald L. Watts 氏来学， 総長および関

係教官と懇談ならびに学内施設見学（12月

17日まで〉

16日 同和問題委員会

ク 国際交流委員会

22日 創立七十周年記念後援会助成金選考委員会

23日 放射性同位元素等管理委員会
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