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く大学の動き＞

昭和56年度の入学志願者状況等

昭和56年度第2次学力検査の実施は， 3月4日

（水〕， 5日（木）の両日に予定されているが（本

広報陥 210参照にこれに先立ち，入学志願票の

受理は 2月9日から16日の聞に各学部において行

なわれ，さらに 2段階選抜を行なう法学部，経済

学部，理学部では， 2月19日または20日に，第 1

段階選抜合格者を決定し，各受験者に通知した。

学部別の入学志願者ならびに第 1段階選抜合格

状況は次のとおりである。

なお，表中の括弧内の数は，昭和55年度の志願

者数およひ。倍率を示す。

学

文学部 ｜

教問｜
法--;;r
÷吋
一吋
一吋
一州
司
一川
U

部 ｜募集人員｜志願者数倍率 ｜若宮野｜

｜（訴）l c~ ： 
217 I 4. 3 I 
(148) (3. 0) 

844 I 2. 6 I 839 (795) (2. 4) 

680 I 3. 4 I 680 (534) (2. 7) 

以7 I 3. o I 843 (865) (3.1) 

I 363 I 3. o I 120 (258) (2.2) 

I 160 I 2. 0 I so (150) (1. 9) 

I 1 800 11. 9 945 (1’ , 979) (2. 1) 

583 1. 9 
(425) (1.4) 

,,.,-
2, 506 cs: 751) (2・3)L 

大学院審議会制規等専門

委員会の審議経過

(1979年4月～81年 2月）

大学院審議会制規等専門委員会（以下「委員

会」という）の1979年3月までの審議経過が本広

報陥 177に掲載されているが，それ以後の審議

について，以下に報告する。委員会の約半数の委

員が本年 2月3日に改選されたので，ここではこ

の日までの，即ち前期の委員会におし、て審議され

た事項について述べる（この 2年聞に41回の会議

が開催されている）。 各項目については§2以下

でやや詳しく説明するが，その前に§ 1におい

て，委員会の審議対象を明確にするために，審議

された事項の分類について簡単に述べる。なお本

稿末尾に委員名簿を付する。

§ 1 審議事項の分類

委員会の審議事項は，前回の報告（本広報陥

177）の Iに記したと同じく，次の 5種類である。

(1) 旧大学院審議会決定事項の再検討

これに属する問題のうちの相当数は現在審議未

了である。それは， これらの問題の審議には，以

下の§ 5に述べるように，本学の大学院 ・研究科

の性格及び発展の方向を或る程度前提にすること

が必須であるからである。答申した事項では学修

証書の様式の改正（詳細は省略する）がこれに属

する。

(2) 旧大学院制度検討委員会からの引き継ぎ

事項

以下の学術博士及び学術修土（§ 2），学位授与

の特例（§ 4）はこれに属する。この種類の問題

は若干を残してはし、るが，主要なものは審議済み

である。

(3) 大学院の改善 ・充実の方針

以下の §5及び§7の問題はこれに属する。

(4) 個別の諮問事項

以下の §3及び§6の問題は個別に諮問を受け

たものである。

( 5) その他の事項

委員会において審議途中の事項，学外における

調査と関連する事項等があり， 4項目を §8で要
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約する。

§2.学術博士・学術修士の基準と制度

1 .委員会は79年 6月8日に「学術博士及び学術

修士について」と題する答申を行った。この答申

までの経緯は次のとおりである。

(1）学術博士についての文部省による説明（74

年）の要点は，次の諸点である。

げ）当面は在来の学位と異る分野のもの，特に学

際領域等総括的な領域の学位とすること。（ロ）博士

の学位の種類を増やさないためのものでもあるこ

と。付水準は在来の学位と同等であること。

(2) 学術修士についての文部省による説明（78

年）の要点は，次のとおりである。

付）在来の修士の学位が適当でないと考えられる

分野において授与できるものであること。（ロ）ただ

し， （上の（1）の博士の場合とは異なり）修士の学

位の種類は，今後必要に応じて増加し得るとされ

ていること。

(3) 本学において，学術博土については，75年

に旧大学院制度検討委員会が学内の意向を調査し

たのち，ほぼ上記（1）の趣旨で認めることとした

が，実施のためには性格を明確にし，基準を設け

る等，慎重な準備を必要とする旨を答申し，承認

された（本広報陥 109）。これは本委員会の引き

継ぎ事項のーっとなっていた。

μ） 更に学術修士の取扱いについて，本委員会

は78年 3月28日の大学院審議会（以下「審議会」

という）において諮問を受けた。

2.委員会は以上の経緯を考慮し，他大学におけ

る学術博士 ・学術修士の取扱いをも調査した 上

で，基本的態度及び当面の基準等として以下の趣

旨を答申し， 79年 6月12日開催の審議会において

承認された。

A.基本的態度

本委員会の見解では，本学において現在の

ところでは，学位はなるべくその領域を示す

ものであることが望ましし、。本学においてこ

れと異なる観点に立つ場合は，学位等につい

ての根本的な検討を経なければならないと思

われる。従って学術博士，学術修士の学位の

採用を考慮する場合には，その性格 ・基準，

特に在来の学位との関係の明確化等について

- 77ー

慎重に配慮することが必要である。

B.学術博土の一般的な性格等

(1) 学術博士の学位は，学際的研究等の新

しい分野で，かっ既存の種類の学位を授与す

ることが適当でない分野の学位とする。

(2) 本学における現在の学位の性格及び水

準と同等のものとする。

(3) この学位は，総括的な学位であり，新

設 ・既設にかかわらず，各研究科がそれぞれ

授与し得る性格のものである。従って上記A

の趣旨からそれぞれの研究科におけるこの学

位の領域 ・基準等を，全学的見地から審議す

ることが必要である。

c.学術博士の基準 ・運営手続等

(1) 当該研究科（又は専攻）における この

学位の領域とその基本的な基準について，

審議会において審議決定する（B(3）に基づ

く）。

(2) この学位の水準は，現行の学位の水準

を旧制博士学位論文の程度に準じるとした昭

和30年 1月18日の審議会決定に準じる（B(2) 

に基づく。付記（5）をも参照）。 このため当該

申請論文の水準は，その研究が主として関連

する既存の領域（単数又は複数）における学

位の水準とする。これは，この学位について

も，個々の研究の内容は，既存の学位の領域

と関連させることができると考えられること

に基づくものである。

(3) 新しい領域における学位であることか

ら，各研究科の学術博士の性格について全学

的に周知させるため，当該研究科の学術博士

に対する理解が定着したと判断されるまでの

間，この学位を授与した場合には，その学位

論文の概要及び審査結果の要点を当該研究科

から審議会に報告することとする。

仏） それぞれの学術博士は，その発足当初

は，課程博士に限定する。その理由は，この

学位のために認定することが必要な学識が，

B(l）に述べたような分野の専門領域における

ものであるからである。

D.学術修土

新しい種類の修士号を考える必要の生じた

場合は，領域を表わし，かつ学位号として適
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当な名称を使用することを原則とする。これ

はAの理由により，また 1(2）（めをも考慮に入

れた見解である。しかし，それが可能でない

場合には， C(l）に準じた手続を経て，学術修

士を使用し得るものとする。

3.学術博士に関して検討すべき点

答申の内容（2）に述べられている点も含めて次の

事項が，今後検討されることが必要と考えられる

ので，答申に付記された。

(1) 文部省の説明によると，学術博士の学

位は学位の種類の簡素化を目的のーっとす

るものであるから，具体的な使用に際して

は，特に既存の学位との関係を明確にするこ

と。

(2) この種の学位に関連して，外忌！の学位

制度全般についての調査を進めること。また

この学位の訳語については， “Ph.D.”なる

語の使用の可否を含めて，本学における趣旨

に反しないように選定すること。

(3) この学位が社会的に定着するよう務ブJ

すること。

(4) 課程博土定五今後の論文博士への適刈を

検討すること。

(5) 学位一般についての基本的な検討を進

めること。また本学における学位の水準等が

改められる場合には， それに陀、じて，この学

位の水準等を再検討すること。

§3.大学院に関する事項の審議方式

1 .委員会は79年2月，博士後期課程募集人員の

決定方法等，大学院に関する案件の審議の方式に

ついて諮問を受けたが， 2月20日の評議会におい

ても総長から，この問題を諮問することについて

説明が行われた。委員会は，この問題に関する基

本的な考え方を明白にするとともに，検討すべき

項目の範囲を明確にし，若干の項目について審議

方式の改正を検討して， 79年10月19日， 「大学院

に関する事項の審議方式について」と題して答申

した。答申の基礎となった主要な考え方は以下の

とおりである。

2.容議方式の基礎となる原則

旧大学院制度検討委員会の答申「大学院制度の

改革について」の第8項並びに「大学院に関する

諸規程の改正について（説明）」の IV,2及び4

（本広報No.109及び No.125）を基礎とすることに

よって，審議会の性格及び評議会との関係につい

ての原則的なことを次の様に要約することができ

る。

(1) 審議会はかつては大学院に関する事項

についての総長の諮問機関であったが， 76年

に改組 ・拡充され，大学院の組織 ・制度 ・教

育並びに学位についての全学的事項を審議す

る機関となった。

(2) 研究科，従って大学院は学事を任務と

する組織であることによって，教員の身分及

び予算については審議会の固有の審議事項と

はしないのが適当である。

(3) 大学院の充実 ・発展のために十分な検

討を行い，また評議会の負担を軽減するため

に，審議会では固有の審議事項のほか，大学

院に関する評議会審議事項についても予備的

審議が行われることが望ましし、。

3.審議方式

現在，本学において大学院及び学位に関する全

学的な案件をとり扱う機関は，部局長会議，審議

会及び評議会である。また， 76年以後審議された

大学院及び学位に関する主要な案件のうち，評議

会においても審議されたものは，次の項目にまと

めることができる。（イ）博士後期課程募集人員。（吟

修士課程募集人員。付各研究科規程。付全学的規

程。制研究科 ・専攻の新設。付学位制度。

委員会は 2に述べた原則に基づいて，これらの

項目のうちの若干のものの審議方式の改正を提案

した。そのうち，評議会と審議会との関係という

観点から典型的なものは研究科規程の審議である

が，これについての審議方式案は次のとおりであ

る。

(1) 部局長会議において必要な予備的検討

と調整を行う。

(2) 審議会において審議決定する。又はそ

の饗議を経て評議会において審議決定する。

(3) 決定を評議会において行うべき規定と

審議会において行うのが適当である規定との

区別は，各案件について評議会が判定すべき

であるが，基準のーっとして，本学通則の改

正を伴うものは評議会事項とすべきである。

- 78一



京大広報 1981. 3. 1 

4. この答申は， 10月30日の審議会において承認

されたのち， 11月6日の評議会において承認され

た。

§4.医学研究科における学位授与の特例

医学研究科以外の各研究科の博士後期課程につ

いては，在学 l年以上の者に博士の学位を授与す

る特例が，本学通則によって認められており ，そ

の基準は， 77年 9月13日開催の審議会において決

定された（前回の報告を参照）。その際，医学研

究科に対しては，大学院設置基準が未だ同研究科

に適用されていなかったため，本決定は適用され

なかった。その後78年11月に大学院設置基準が一

部改正されて，医学研究科についても適用される

こととなり，特に同研究科博土課程（標準修業年

限は 4年）に 3年以上在学した者に博士の学位を

授与し得る特例が法規上可能となった。医学研究

科において，この特例を制度的に実施できるよう

にするために検討が行われたのに伴い，本委員会

においても上述の審議会決定の必要な改正につし、

て79年11月12日， 「医学研究科博土謀程の学位授

与の特例について」と題する答申を行った。

この改正案の趣旨は，医学研究科についても ，

この特例の基準及び実施上の取扱いを，従来の他

研究科のそれらと同じものとすることである。こ

の答申は11月20日の審議会において承認され，基

準が改正されることとなった。つづいて同12月18

日，このために本学通則の一部改正が評議会にお

いて決定され，これによって基準の改正が発効し

た。

§5 研究科の目的と整備・充実の方針

I.委員会は，本学大学院のあり方及び今後の発

展の方向について 2年以上にわたって継続して検

討してきたが，その審議結果の要点を， 「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」と題して， 81年 1月16日に中問答申と

して提出した。

この問題についての検討の経料ーは次のとおりで

ある。

(1) 本委員会は77年2月発足当初，既述の様に

大学院の制規について全般的な検討を行うよう，

包括的な諮問を受け，これについて検討を続け，

数件の答申を行った。しかし，審議会における旧

来の決定事項の再検討はなお完了していなし、。例

えば博士学位の基準の問題等が未解決の問題であ

る。

(2) 一方78年 3月に，大学院の改善 ・充実の方

策を検討することが諮問された。これに対しては

先ず同年以，各研究科において考えられている問

題を集約して， 79年 2月に審議会に報告し，更に

同年3月，緊急と考えられる改善案「大学院講

座の設置について」を答申した（前回報告を参

J~）。

(3) 上の（1）に述べた決定事項の再検討等のため

には，本学大学院が進む方向をある程度前提する

ことが必要である。本委員会は（2）の諮問に答える

基礎として，大学院及びそれぞれの研究科の整備

及び充実のための可能な方針を一般的見地から検

討することとし，ここで考えられる項目の大略に

ついて， 80年4月の審議会において報告を行っ

た。

(4) 上述の方策の立案と根拠づけのためには，

更に本学の大学院 ・研究科の目的とあり方とをあ

る程度明確にしなければならなし、。委員会はこの

ため各研究科の現状を調査し（§ 8, (3）を参照），

実態に基きながら理論的な考祭をも試みた。

2 委員会は以上の検討の結果の骨子を，次の分

績に従ってまとめた。（1）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 ・

性格に関する考察。

しかしこの検討を更に進めるためには，この様

な作業及び項目の内容の大要について審議会の了

承を得ることが望ましいと考えられたので，最終

答申に至る前の段階で中問答申として提出したの

である。81年 2月3日開催の審議会において審議

の結果，この中問答申の趣旨は了承された。

3.これに伴い，委員会では今後更に検討をつづ

け，内容を具体的にする等の整備を行’うことにな

っている。

なお以上の問題全十分検討するためには，次の

ような作業も必要であると考えられる。げ）他大学

の大学院との協力。例外国の大学院の調査。村本

学における学部教育と大学院との関連の検討。科

学術研究に関する諸制度についての検討。帥大学
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院に関する大学外における意見等の調査。

これらの作業のうち，委員会が現在までに行う

ことができたのはその一部に過ぎなし、。

§6.本委員会委員の選出方法

1.委員会は，「制規等専門委員会要項」によって

次の各号に掲げる委員で組織すると規定されてい

る。（1）大学院審議会の審議員 3名，（2）各研究科の

推薦する教授各 l名，（3）教養部の推薦する教授 l

名，い）研究所の推薦する教授2名，（5）大学院審議

会の議長の推薦する教授若干名。

このうち l号委員について，80年 4月8日開催

の審議会において，委員会の 目的等からみて適当

と考えられる選考方法が，委員会に諮問された。

委員会は委員会自身の委員の選出方法について，

次に述べる様な考えを81年 1月16日に答申し，同

年 2月3日の審議会において承認された。

2.委員会における審議事項の種類及び審議にお

ける視点等を次のように整理し，本項の諜題を検

討する際の基礎とした。

A 審議事項の類別

(1) 大学院に関する事項の調査

(2) 本学大学院の制度，法規等の検討

(3) 本学大学院 ・研究科の整備ii・充実の方策

の検討

B 各案件の審議の際の論議は，大約次のよう

な観点から行われているということができ

る。

(1) 関連研究科における意見，問題

(2) 関連部局における意見，問題

(3) 全学的， とくに審議会から見た意見，問

題

c 審議においては，委員は基本的には同じ立

場にあると考えるべきであるが，一方各委員

はそれぞれの選出母体に対して何らかの責任

を負っていることは，委員会一般についてい

えることであろう。

3 . (1）上の様な見地から， 1号委員は，全学的

な観点からの意向・判断を本委員会の審議に反映

させることが一つの責任であると考えられる。従

って 1号委員の選考は次の方法によるのが適当と

考えられる。 「l号委員は大学院審議会議長が指

名するものとする。その際可能な範囲で文科系 ・

理科系及び学部 ・研究所とし、う所属についての配

慮がなされることは適当である。」

(2) 大学院の管理運営に関する規程の78年11月

14日付けの一部改正によって，ヘリオトロン核融

合研究センタ一長及び東南アジア研究センタ一所

長を幕議員とすることとなった（前回の報告を参

照）。 これに伴って委員会の構成が再検討された

結果， 4号委員の選考については，従来の研究所

にこの両センターを含めた範囲から教授2名を選

考することとするのが適当であると考えられ，こ

の趨旨が答申に含められた。

§7.独立専攻及び独立研究科の制度 ・運営

これについては，広報本号の別項「独立専攻 ・

独立研究科の制度 ・運営」に答申全文が掲載され

ているので，ここでは本稿と前回の報告に述べた

委員会の審議経過におけるこの答申の位置につい

て，極く簡単に触れるにとどめる。

委員会は79年 3月28日， 「大学院講座の設置に

ついて」を答申し，大学院 ・研究科の改善 ・充実

のための一つの方策を提案，同年4月3日の審議

会において承認されたが，その際，独立専攻 ・独

立研究科の基準 ・制度 ・運営を明確にすること ，

また特に独立研究科を部局とするか否かの問題に

ついての検討を行うことが諮問された（前回の報

告を参照）。委員会は，その後検討された種々の

具体的問題と考え方とを背景にして，これらの問

題を審議し，その結果を「独立専攻 ・独立研究科

の制度 ・運営」と題して，81年 1月23日に答申し

た。この答申は 2月3日開催の審議会において承

認された。

§8.その他の問題

(1) “高等研究機関”一 79年 l月23日の審議会

において，委員会は総長から「高度の学術研究を

行い，また高度の研究者の育成にも関与する機

関」の構想について検討するよう，諮問を受け

た。これは大学院の改善 ・充実のための検討と関

連するものであり，委員会は，この種の可能な機

関と既設の諸種の研究教育機関との関連 ・その設

置の意義 ・設置する場合の形態等について，概括

的な検討を開始した。準備的な検討によって論点

を整理した段階で，これを80年 4月8日の審議会
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に中間的に報告したが，今後種々の観点から実質

的な審議を進めることが予定されている。

(2) 外国人学生等の学位 80年 4月8日の審

議会において，委員会は，外国人学生等の学位に

関する制度 ・手続等について検討することを諮問

された。外国人学生等の学位取得の困難さについ

ては，以前に若干の検討を行ったことがあるが，

今回諮問に応じて更に基本的に，学位制度全般の

問題の中で審議を行うこととした。この過程で，

この問題に対する根本的な解決には，国際交流に

対する本学の態度 ・方針等の中での，外国人学生

等の学位についての明確な問題点や要望を前提

にしなければならないことが認識され，その旨

総長に報告した。本学の国際交流委員会の見解が

示されれば，本委員会はそれを前提として，具体

的な制度・運営について検討を進める予定であ

る。

(3）研究科の現状調査一研究科の整備 ・充実

の方針を策定するために，各研究科の実態調査の

結果を整理して， 79年 6月に本学大学院全体の現

状についての資料を作成した。またこれと別に，

79年 7月から各研究科の目的についての意見等を

調査した。これらは何れも委員会の審議のための

重要な基礎資料となったが，委員会で、は更にこれ

らを審議会が利用できる様にすることを計画して

いる。なお上述の第2の調査の結果は，七大学の

大学院問題調査研究（次項（4））の報告書にも含め

ることになっている。

(4) 国立七大学による大学院問題の調査研究一

これについては，本学では本委員会が対応機関

となってきた（前回の報告を参照）。 この調査研

究における本学の分担課題は「大学院の 目的と性

格」であるが，本委員会の委員各位の長期間にわ

たる協力によって，この課題を完成させることが

できた。その他，参加大学からの累次の調査依頼

に応じる等，委員各位から多大の尽力をいただい

た。この調査研究には，本委員会の本来の作業と

相補的な課題が多く，今後成果の見られるものが

あると思われる。なお七大学の調査研究は本年

3月を以って終了するが，各大学の報告をまとめ

て，成果報告書を印刷中である。

（大学院審議会制規等専門委員会

委員長吉沢尚明）

大学院審議会制規等専門委員会委員名簿

(1979年 2月4日～1981年 2月3日〉

竺l所 属氏名任期

法 剖l学

イシ

77. 4. 1 
～79. 4. 8 

79. 4. 9 

1号 li史 学 部 ｜ 苫名孝 I79. 1. 23 

田

口

森

樋
所

所
冗

究

一

研

一

学

研

一

科

t

一

組

料

一

｜文学研究科 （辻村公一

清 水 純 一ぞシ

教育学研究科 梅 本 尭 夫

法学研究科 ｜！道田信一郎

、奥田昌道

2号 ｜経済学研究科 平井俊彦

理学研究科 ＠吉沢尚明

医学研究科 星野一正

薬学研究科 宇野豊三

工学研究科 小郷鐸二

農学研究科 半田良一

雄平
77. 2. 4 
～79. 6.10 

79. 6. 11 
隆昌

79. 1. 16 
～81. 1. 15 

81. 1. 16 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

78. 10.26 
～80. 10.25 

80. 10.26 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

78. 5. 1 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

防災研究所 石原安雄

4号

人文科学研究所 上山春平

79. 7.17 

79. 2. 4 
～81. 2. 3 

5号 ｜文学部 O藤沢村 I12・ 2. 12 

（注） 1）区分欄の号数は，御j規等専門委員会要項2ー

第 1項の該当番号を示す。

2）⑤印は委員長，O印は委員長代理。

- 81ー



No. 211 京大広報

独立専攻・独立研究科の制度・運営

このたび，大学院審議会制規等専門委員会から

答申「独立専攻 ・独立研究科の制度 ・運営」を受

けました。この答申は 2月3日に開催された大学

院審議会において審議 ・承認されました。

独立専攻 ・独立研究科等，大学院の独自の組織

の設置が，適切な計画と運営のFでは，大学院の

充実にとって重要な方法であることは，本答申に

も述べられているとおりであります。

今回の答申に至るまで・に払われた制規等専門委

員会委員各位のご尽力に対し，敬意と感謝の意を

表します。

本答申をここに掲載して，この重要な問題に対

する問委員会の詳細な検討結果をお知らせすると

ともに，この答申の主旨に基づき，今後とも本学

大学院の充実と発展に努力してし、く所存でありま

す。

昭和56年 2月26日

京都大学総長沢田敏男

昭和J56年 l月23n

大学院審議会議長

沢田敏男殿

大学院審議会制規等専門委員会

委員長官沢尚明

独立専攻・独立研究科の制度・還営 （答申）

本委員会は昭和54年 3月28日， 「大学院講座の

設置について」を答申し，大学院 ・研究科の改

善 ・充実のための一つの方策を提案しましたが，

それに関して大学院審議会から，独立専攻 ・独立

研究科の基準 ・制度 ・運営を明確にすること，特

に独立研究科を部局とするか否かの問題について

諮問されました。これらの問題について審議した

結果をここに答申いたします。

本答申の目的と内容

本答申の内容は，本学の大学院制度に適合する

ような，独立専攻 ・独立研究科書事，大学院独自の

組織のあり方及びそれらの制度 ・運宮方式に関す

る基本的事項である。

はじめに§ 1におし、て，種々の機構 ・組織の本

学の実情に適する定義を与え，それらの性格 ・意

義 ・設置状況の概観とともに，運営について若干

の提案を行った。§ 2と§ 3においてはそれぞれ

独立専攻と独立研究科の典型的な形態等について

述べる。

なお，独立専攻 ・独立研究科については，昭和

54年 3月の答申「大学院講座の設置について」に

おいては，限定された型しか考察しなかったの

で，本答申はそれを補完したことになる。

本答申の目的は，大学院の独自の組織が具体的

に立案 ・検討される際に参考となることである。

一方，このような組織に関して，研究科内及び大

学院審議会内に一般的な了解が存在すれば，具体

的な構想についての審議を効率的ならしめること

ができるであろう。このような了解の成立に資す

ることも ，本答申の一つの目的である。

なお本答申は，上述の昭和54年 3月の答申につ

づく内容のものであるが，大学院独自の機構を設

置することの妥当性に関しては，前答申では明確

には述べられていなし、。本委員会では，本学大学

院のあり方について昭和54年以来種々審議を重ね

たが，その一潔として考察された上述の妥当性に

ついて， §2と§3において言及する。

§ 1 .諸組織の定義及び特質

1. 大学院講座

大学院講座についての詳細は昭和54年 3月の答

申に述べられているが，外国人客員講座として大

学院講座が設置されることは，研究科の充実とと

もに，国際学術交流の推進のためにも有効で・ある

と考えられることを補足する。

2. 専攻の組織

(1) 人的 ・物的の両面において，専攻における

大学院教育を実質的に分担する場となっている

（学部又は研究科の）講座又は（研究所又は研究

センターの）研究部門等を，便宜上， 専攻の「基

盤講座」と総称することとする。

なお，専攻の教員は，基盤講座の教員と ，それ

以外から大学院担当を委嘱された教員とから成

る。

(2) 基鍛講座についての基準は，§2. 2. (4）に述

べる。これは法制的なものではなく，学内の基準

であるが，基盤講座が名目上のものでなく ，大学
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院教育にとって実質的なものであることを示すた

めのものである。

(3）上の意味の基盤講座に闘しては，更に検討

し，学内規則で明確にすることが今後の問題であ

ると考えられる。

3. 独立専攻

(1) 主たる基盤講座が学部の講座でない専攻を

「第l種の独立専攻」と呼ぶ。また，学部の講座

を基盤とするが，学部の教育組織（特に理工系学

部の場合は学科）と実質的に対応しない専攻を，

「第2種の独立専攻」と呼ぶことにする。

(2) 上の定義は，学部とは別の大学院独自の組

織という観点から設けられたものである。理論的

にはこの他の型も考えられるであろうが，ここで

は典型的なものとして， 2種類を挙げたのであ

る。本学では理学研究科の数理解析専攻が第 l種

の独立専攻であり，他大学には相当数の第 1種の

独立専攻が設置されている。また現存の通常の専

攻の統合 ・分割 ・再編成によって生じる専攻は第

2径の独立専攻であり，いわゆる“横断的”専攻

はその典型的なものである。

4. 協力講座

第 1種の独立専攻が新設された場合等に，それ

まで他専攻または他研究科の基盤であった講座が

その独立専攻の基盤となった時に，これを一般に

“協力講座”と呼んで九、る。この制度は，他大学

では多くの独立専攻の設置に伴って実施された。

この制度についての問題点等は§ 2に述べる。

なお，独立専攻の場合に，協力講座以外の新設

の基盤講座は，文部省の取り扱いでは“基幹講

座，．と称されているが，これは 2に提案したもの

とは別系統のl呼称である。

5. 独立研究科

(1) 大多数の専攻が第 l種の独立専攻である研

究科を「第 1種の独立研究科」と称することとす

る。また単一の学部と対応しない研究科を「第2

種の独立研究科」と称することとする。現在の研

究科の分割 ・統合 ・再編成によって生じた研究科

はこれである。

(2) 上の定義は，学部とは具なる，大学院独自

の組織という観点から考えられる典型的なもので

ある。数個の他大学には第1種の独立研究科が設

置されている。

§2 独立専攻

1. 独立専攻を設置することの妥当性

研究科は原則として学部とは別の目的のために

設置されるものであるから，その目的の遂行に必

要ならば，独自の（学部とは別の）組織を持つこ

とは，一般的には妥当である。特に独立専攻は，

現存の研究科に対応する学問分野の進歩，あるし、

は大学院教育の発展等に応じる教育組織として設

置された；場合は，研究科の改善 ・充実に資すると

考えられる。

ただし，以上述べたことは一般論であって，具

体的な組織の設置の適否は，次項に掲げる基準に

よって判断するのが適当である。

2. 独立専攻の基準

独立専攻の設置のためには，以下の各項目の内

容を明確にして検討することが必要である。ただ

し第2穫の独立専攻の場合は，（4).(5）は必要でな

い（注 1）。

(1) 目的一専攻の教育目的，教育 ・研究の分

野 ・内容，他専攻 ・他分野との闘連。更に補

足的なこととして，教育の方針，専攻設置の

経緯 ・背景，当該分野における大学院教育の

実績等。

(2）独立専攻とする理由一特に学科と対応し

ない専攻とする理由を含む。

(3）概算要求の要点一講座数，学生定員等。

(4）基盤講座の内容ー予定される基盤講座に

関して，特に次の点についての実態（注 2）。

げ） 人員，予算（校費 ・旅費）。

（吋 大学院教育ーのために使用し得る施設 ・設

vHio 

（注1）以下に挙げるのは，設置審議会等における学外

の審議以前に，大学として審議すべき項口と論点

である。

（注2）学部の講座は関士課程の基礎となることが前ti.¥

とされているが，その他の部門等についてもこれ

と同様に，実質的に大学院教育を行う場となり科

るものであることを示さなければならなL、。また

研究所の研究部門等は一般に学部の講座とJjljの目

的を持っているから，研究機関として人員 ・設備

が整備されていることのみでは不十分であり，項

付の確認が必要と考えられる。
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村大学院教育を行うための人的 ・物的の余

裕。

付大学院教育を前提とした教員任用の基

準。

(5）教員組織一（次項3を参照）。

3. 独立専攻の教員組織

(1) 独立専攻が既存の部局の講座 ・部門等を基

盤とする場合には，それらの教員はそれぞれ

の教授会等に所属するものとする。

(2) 新設の大学院講座の教員は，実質的には当

該専攻の関係部局の教援会等に所属するこ と

とするのが実際的である。

4. 問題点

独立専攻を設置する際に，次の点のいくつか

は，検討することが必要となると考えられる。こ

れらについては個々の場合に判断するのが適当で

あろう。

A. 協力講座に関する問題

付） 協力講座の制度 ・運用形態から由来する

得失。

（ロ） 協力講座の講座費等。

付復数の研究科に関連する分野を総合する

独立専攻の場合は，協力講座を活用するこ

とも考えられるが，その迎蛍方法等。

B. その他の問題

千二） 人員の振替によって独立専攻を設置する

ことの得失。

（ホ） 大講座制を採ることの得失。

付事務職員の定員。

§3.独立研究科

1. 設置の妥当性

(1）独立研究科を設置する根拠は，一般的に

は，独立専攻の場合（§ 2. 1）と同様であるが，

研究科の設置には，専攻の新設の場合以上に，種

々の観点からの審議が必要である（基準について

は次項2に述べる）。

(2) 第 l種の独立研究科の場合は，それを（複

数の）既存研究科の専攻としない理由を含む学術

的理由と，人的 ・物的条件の充実が必要である。

第2種の独立研究科は，学術的 ・教育的理由に

よる，既存研究科の分割 ・合併 ・再編成によって

生じると考えられるが，大学院の充実 ・発展のた

めには，第1種のものと並んで－重要である。

(3）何れの場合にも研究科の設置は，学術上の

必要性と社会的要請とに基づくものである。

2. 独立研究科の基準

独立研究科の設置の際には，次の諸項目の内容

を明らかにすることが必要である。若干の項目の

内容は独立専攻の場合と同様である。 Cに関して

は特に第 1種の独立研究科の場合に必要である。

A. 研究科の組織と学術的内谷

(1）学問分野。

(2) 研究科としての研究 ・教育の目的（設置

の経緯，研究科とすることの必要性等を含

む）。

(3）各専攻の研究 ・教育の目的 ・内容及び専

攻聞の関連。

(4）修士及び博士の学位（種類，基準，他の

学位との関係等）。

B. 教育制度

(5) 前期 ・後期の区分の態様。

(6) 受験資格。

(7) 学生定員。

c. 教員組織

(8) 基盤講座及び大学院担当の委嘱について

の計画。

(9) 新設基盤講座及び現存の子定些盤講座の

内容。

同教員組織（次項3を参照）。

3. 教員組織

(1）独立研究科が（単数又は複数の）既存部局

を基盤とする場合は，既存の教授会等がそのまま

研究科の教員組織の機関となるであろう。

(2) 新設の大学院講座を中核とする第 l種の独

立研究科の場合には，これらの講座によって以下

の様に新しく一つの部局を構成することが必要で

ある。

げ） 部局を「00研究科」，その長を「00研
究科長」とし， 「00研究科教授会」等を置

く。

（ロ） 「00研究科会議」は，一般に当該研究科

以外の基盤講座の教授を含み， （構成，所等；

事項とも）教授会とは別個のものである。

付 「00研究科長」は部局長であるが，研究

科会議議長を兼ねるのが妥当と考えられる。
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本学吉田地区構内交通規制

このたび，安全委員会から答申をうけた「本学

吉田地区構内交通規制の改善」に基づき， 「京都

大学構内交通規制要項」を，昭和56年 2月26日付

けで一部改正し、たしました。

今回の答申に至るまでに払われた安全委員会構

内交通安全小委員会委員各位のご尽力に対し，敬

意と感謝の意を表します。

学内交通の安全確保と教育 ・研究の場にふさわ

しい環境保持が実現できるよう，教職員 ・学生の

埋解と協力をお願いする次第であります。

昭和56年 2月27日

京都大学総長沢田敏男

昭和56年 2月23日

京都大学総長

沢 田 敏 男 殿

安全委員会委員長

岡田寿太郎

本学吉田地区構内交通規制の改善 （答申）

本委員会は去る 1月21日「本学吉田地区構内交

通規制の改善」と題して学内交通問題の審議経過

を総長に中間報告（本広報陥20[1参照）いたしま

した。その後，引続き本委員会構内交通安全小委

員会において検討を重ねた結果「京都大学構内交

通規制要項」について，必要な改正を行なうこと

とし，成案を得たので「京都大学構内交通規制要

項改正（案）」として答申いたします。

記

要項改正（案）は，先の中間報告の主旨にそっ

て成文化されたものであり，本部構内のみならず

他の構内についても出入規制を定めた。要項改正

（案）の骨子は次の通りである。

(1) 入構チェックの実施

教職員 ・学生等に関してはステッカ一方式 A,

B, C を燥用（駐車許可証の併用は避ける）する

が，中間報告に記載されていたポータブールな業務

用駐車許可証の交付は行わず，当日限りの入構駐

車許可証（E）を入構門で交付する。従って，ス

テッカーもしくは入構駐車許可証の提示のない車

は原則として入構させないとするのではなく，本

学に用務のある場合は守衛所で，入構駐車許可証

(E）の交付を受けることができるようになって

いる。入構駐車許可証（D）は出入業者に対して

交付される。

また中間報告で、は 400cc以上の自動二輪車の構

内持込みの禁止を提案していたが，構内手押しと

する限り，禁止の必要性はないということで除外

する。

なお，ステッカーをはる場所として フロントガ

ラスを考えていたが，問題が生じる（道路運送車

両の保安基準29条の 3）ので，車内のJレームミラ

ーの背面にはり付けることに変更する。

(2) 構内別駐車許可制

ステッカーに， 駐車を許容される構内名を明示

すると同時に，有効年月を表示できる よう に配慮

した。複数の構内に業務のため駐車する必要のあ

る人達のために，複数の当該部局の長の許可を得

て，複数の構内に駐車できる可能性を残すことに

した。

(3) 門の入出構規制

入構チェックの経費節減のため，四輪車に対し

て，本部構内では嘉門を出構専用， 北門を入構専

用，東門は歩行者と自転車に対してのみ開放する

ことにし，また北部構内で、は，農場北門は歩行者

と二輪車に対してのみ開放し，農学部正門を入構

専用，理学部南門を出構専用とする。

また長期的には，出構専用門の無人機械化を進

め，人件費の節約を図るべきであろう。

(4) 入構駐車許可証の交付条件の変更

教職員 ・学生ともに同一基準に改め， 「特定の

地域に住所を有し，かつ特定の地域の登録自動車

を所有する者」とし，その「特定の地域」とは現
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行の京都府及び京都府に隣接する府県とあるの

を，吉田地区から概ね40～50kmの空間距離の行政

区域（要項附則の市町村）とし，そのうち住居か

ら大学（部局）までの実距離が 2km未満の者を除

外した地域としたこと，また当分の間「自動車を

所有する者」とは配偶者及び二親等以内の者が所

有する自動車を含めることにしている。

このように「特定の地域」を狭くすることによ

って，約30～35%相当の駐車台数の減少を見込ん

でし、るが，長期的には更に地域の範囲を狭くして

いくことが必要となろう。その際，公共交通機関

の便利な所を交付対象区域から除外していくこと

を考えるべきであろう。

(5) 自動二輪車及び原動機付自転車の構内走行

の禁止

オートパイ及びバイクを手押しとすることは，

騒音防止の観点から著しい効果を期待することが

できる。手押しによる入出構を容易にするための

門扉の一部改造と置場の確保に若干の時聞が必要

であるが，教育研究環境の確保が先決であるの

で，早急な実施に踏み切る必要がある。

(6) ノーカーゾーンの設置等

要項実施とは別途に計画されるが，手押しのオ

ートパイ，パイク等は歩行者と見なされる（道路

交通法第2条の 3）ので，ノーカーゾーンへの手

押し進入は許可する。ただし，教養部構内では入

構門近くに置場が確保されているので，手押し進

入も認められない。

(7) 規制要員の確保

規制要項を遵守し，教育研究にふさわしい環境

を維持していくためには，入構及び違法駐車のチ

ェックを実施するための要員の確保が不可欠であ

る。定員削減のおり，守衛のみでは実施不能であ

るので，適当な人員の確保をお願いしたし、。

京都大学構内交通規制要項

〈趣旨〉

第1 この要項は，京都大学構内 OJIJ表第 lに掲げるものに限る。以下「構内」という。〉における歩行者の安全確

保，騒音の防止等を図るため，自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号〉第2条第2項に規定する自動率

をいう。以下同じ。〕等の交通に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義〉

第2 この要項において「部局」とは，各学部，教養部， 各研究所， 附属図書館， 医学部附属病院， 農学部附属殺

場，農学部附属演習林，ヘリオトロン核融合研究センタ ー， 放射性同位元素総合センター，環境保全センター，情

報処理教育センター，医用高分子研究センター，放射線生物研究センター，大型計算機センター，東南アジア研究

センター，事務局，学生部，保健管理センター，体育指導センター及び医療技術短期大学部をいう。

2 この要項において「駐車」とは，自動車（自動二輪車を除く。以下第3，第4及び第6から第8までにおいて同

じ。〉を構内に l時間以上引き続いて停止することをいう。

（入構・ 駐車許可証〉

第3 自動車を運転して入構しようとする者は，入構 ・駐車許可証の交付を受けなければならない。

2 前項の入構 ・駐車許可証の交付は，部局の長（医療技術短期大学部にあっては，主事。以下向じ。〉が行うもの

とする。

3 入総 ・盟主卒許可証は，入構の際及び構内においては，外部から見やすいように当該許可に係る自動車の前面の指

定箇所にはり付け又は掲出しておくものとする。

（入構 ・駐車許可証の種類等）

第4 第3の入構 ・駐車許可証の種類，交付申請の資格及び手続等は，次表のとおりとする。

6
 

0
0
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種 類 交付申請資格 ｜交付申判支持票r閣を韓日号協同

本学政局言のすう特護ち定！次の各
（提出すべき書類） （入構できる構内） 交付の日か

号のーに 在当 京都大学構内 各構内 ら当該年度
l 構特内 の に属を

入構 ・駐車許可証仏） し， の地 住 入構駐率許可証 （駐車できる構内） の末日まで
有し，録かっ，車 の所所す地域 所属部局 交付申請告（別 のうち，入（別紙第3号様式〉 の主主自動 有 る 1 所属又は在籍
者 紙第 l号様式）

の部局の所在す 総 ・駐車許
2る者その他特別の事由のあ 2 必要な場合 る構内 可証に指定

は，特別の事由 2 その他入構 ・ する期間

本学学生（研究生， 表聴，講に次 を証するm類 駐車許可証に指生等を含む。該以下この

おいて同じ。 学特の当す部定うち者， （提示すべき3類） 定する構内

入構 ・駐車許可証但）
のI科各号構に在所地すの内のー所籍他を域る特に在有者の」の のる研地究域 在籍部局

l 運転免許証

（別紙第3号様式〉

に議る住者そ し かっ

2 自動車検査証

登録自動車を 3 必要な場合

2 別の事由のあ
は，身分証

本学職係に定者該の員及び学生以外の
（入構及び駐車で

本学聞 地，車特の当す特別域をう所に定のもる事者佐有の次の各

きる構内〉
入構 ・駐車許可証（C)

号のー 当該用務に
1 特 所を域る有者の

入構 ・駐車許可証

OJI］紙第3号様式） し，録かつ 地 係る部局 に指定する当該胤

2登る者その自動他 す出のあ 務に係る構内

経理部管財諜 係当該る用期務間に
入構 ・駐車許可証制 本学が適当と認める業者 ただし，者工

ただし，

（別紙第4号様式〕 等 つては係，当
用務にる

l年を台超、え
ることで

局 きない

f臨rt芸f品7長き麟官也掛FJ 
入構 ・駐車許可証（E) 臨時の用務のため入構す

守衛所 当日限り
（別紙第5号様式〕 ることを必要とする者

（入構 ・駐車許可証の貸与等の禁止〕

第5 入構 ・駐車許可証は，他人に貸与し，若しくは譲渡し，又は記誠事項を包き換えてはならなし、。

（入構 ・駐車許可証の更新等〕

第6 入構 ・駐車許可証の交付を受けた者は，次の各号のーに該当する場合で，自動車を運転して引き続き入構する

必要があるときは，交付申請の際の手続に準じて入構 ・駐車許可証の更新又は再交付の申請を行うものとする。

(1）入構 ・駐車許可証の有効期間が満了する場合

(2）所属又は在籍の部局に異動があった場合

(3) 自動車の更新又は自動率登録番号の変更があった場合

い）入構 ・駐車許可証を紛失し，又は著しく汚損した場合

（入構 ・駐車許可証の返還〉

第7 入構 ・駐車許可証の交付を受けた者は，自動車を運転して入構する事由のなくなったとき，第4に規定する入

構 ・駐車許可証の交付申請資格を欠くに至ったとき，又は入構 ・駐車許可証の更新若しくは再交付を受けたとき

は，速やかに，不要となった入構 ・駐車言午可証を当該交付を受けた部局（入総 ・駐車許可証（りにあっては，出総門

の守衛所）に返還しなければならなL、。

（自動車入出構門〉

第8 自動車を運転する者は，入構及び出構に際しては， ]JI]表第2に掲げる入出構門を利用しなければならなし、。
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（自動二輪車等の構内における運転の禁止〉

第9 自動二輪車及び原動機付自転車は，構内〈別に定める区域を除く。〉において運転してはならなし、。

（遵守事項〉

第10 構内において自動車（原動機付自転車を含む。以下第11から第13までにおいて同じ。〉を運転する者は，次の

各号に掲げる事項を遵守しなければならなし、。

(1）歩行者の安全を第ーとし，構内に設置した道路標識及び道路標示に従うこと0

(2) 自動車の最高速度は，時速20キロメートノレとすること。

(3）みだりに警音器を鳴らさないこと。ただし，危険を防止するためやむを得ないときは，この限りでなし、。

(4) 入構 ・駐車許可証に指定された駐車できる構内以外に駐車しなし、こと。

(5）構内を自動車の保管場所として使用しないこと。

(6) 本学の行事，緊急事態の発生等のため，本学が臨時に規制を行うときは，これに従うこと。

2 前項各号に規定するもののほか，構内における交通の安全，危険の防止等に関し必要な事項については，道路交

通関係法令の規定の例による。

（違反事に対する措置〉

第11 不正の手段により入構 ・駐車許可証の交付を受けた者及び第5の規定に違反した者に対しては，直ちに入構 ・

駐車許可証を返還させ，以後入構・駐車許可証を交付しないものとする。

2 前項に規定するもののほか，この要項に違反した者に対しては，その態様により密告し，当該自動車を学外に撤

去し，又は前項の措置を準用する。

（規制の実施〉

第12 この要項による自動車の規制の実施は，構内に所在する部局の長が当該部局の用に供する固有財産の管理に関

する事務を補助執行する区域について，それぞれ所属職員を指揮して行うものとする。

2 前項の部局の長は，同項に規定する規制の実施について必要があるときは，経理部管財課を通じ守衡の協力を求

めて行うことができる。

〈緊急自動車等の特例〉

第13 緊急自動車については，この要項を適用しなし、。

2 郵便，電報配達用自動車及びタクシ一等の自動車運送事業用自動車並びに報道関係自動車については，第3及び

第9の規定は適用しない。

くその他〉

第14 この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，総長が定める。

附 則

I この要項は，昭和55年 1月16日から実施する。

2 第4の表中「特定の地域」とあるのは，当分の間，次に掲げる市H汀村（住所から所属若しくは在籍の部局又は当

該用務に係る部局若しくは構内までの通勤，通学等の実距隣が 2キロメートノレ未満で・ある区域を除く。〕とする。

（京都府のうち〕京都市，字治市，亀岡市，域陽市，向日市，長岡京市，八幡市，乙訓郡大山崎町，北桑田郡京北

町，北桑回郡美山町，久世郡久御山町，相楽郡加茂町，相楽郡笠f丘町，相楽郡木作町，相楽部精華町，相楽郡山城

町，相楽郡和束町，相楽郡南山域村，綴喜郡井出町，綴喜郡宇治田原町，綴喜郡田辺町，船井郡図部町，船井郡丹

波町，船井郡日吉町，船井郡八木町

（滋賀県のうち〉大津市，近江八幡市，草津市，八日市市，守山市，蒲生郡安土町，蒲生郡蒲生町，蒲生郡竜王

町，神崎郡能登川町，栗太郡栗東町，甲賀郡石部町，甲賀郡甲西町，甲賀郡甲南町，甲賀郡信楽町，甲賀郡水口

町，滋賀郡志賀町，高島郡高島町，高島郡朽木村，野洲郡中主町，野洲郡野洲町

（大阪府のうち〉豊中市，池田市，吹田市，高機市，守口市，枚方市，茨木市，寝屋川市，大東市，箕面市，門真

市，摂津市，四条畷市，交野市，立能mi能勢町，監能郡盛能町，三島郡島本町

（奈良県のうち〉奈良市，生駒市

附 則

この要項は，昭和56年4月l日から実施する。

。。



京大広報 1981. 3. 1 

別表第 1 別表第2
自動車入出格門

京都大学椛内入構 ・駐車許可証交付申請3
昭和年 月 日提出

入構 ・駐車許可申請構内※本部西部北部教養医学薬学東南人文 ｜ ｜ 

許 可申請期限｜ 昭和 年 月 日

l所服部局等名J I 氏名 ｜ ⑪ 
申 請 者 ｜ 一一」 ' I 

※1住 所｜ （学内）

ーー一一 一一一一連絡先電宅
種司乗用車（普・小・軽）｜貨物車ω ・トラック）その他 （自宅）

名・型 式※

本 部構内

西 部構内

北 部構内

教養部構内

医学部構内

薬学部構内

東南アジア研究センター構内

人文科学研究所構内

別紙第 1号様式

寧

車

区 分

正門

｜本部桃内 北 門

｜東門

北 門

Fう

E是正 門

北部構内 ｜理南門

北門

表門

教養部構内 ｜西 門

東南門

平 日 ｜日曜日及び休日 備 量4チ

入構 ・出格可 同 友

出 構 可 出構不

入 構 可 終日閉

入構 ・出構不可 終日閉

入構 ・出構不可 同

入構 ・出構可同

入 構 可 同

出 構 可 同

入構 ・出構不可 同 左

入構 ・出格不可入構 ・出椛可

入構 ・出構可 終日 l幸l門

入構 ・出構不可 終日開門

門 入 構 ・出格可同 左

門 入 構 ・出精不可終日閉門

門 ｜入椛 ・出 総 可 ｜終日関門 ｜

門 ｜入椛 ・出 棺 可 ｜終日閉門 ｜

門 ｜入構 ・出緋不可 ｜終日閉門

（注） 各門の開閉時間等については， JJIJに標示する。

部局長

部長
事務部長

自動車登録番号※

I ．新規 2.有効期間の満了 3. 所属（在籍〉部局の異動 H一一一一一一

｜申請理由 ； 一 凪 ｜｜ 事務長
I 4. 自動車の更新，自動車登録番号の変更 5・許可註ら紛失 ・汚損 ｜｜ 課 長

※｜特別の事由

I I I I ｜｜課 長 補 佐
｜ ｜運転免許証 ｜照 合 ＠ ｜ 自動車検査証 ｜照 合 ⑫ ｜｜事務長補佐
証明 書等の照合 1 I l l II 

身 分証 照合⑪ ｜前回の許可証 ｜照合⑪

許可証番号職員A一 学生B一 本学関係者c- I：業者D- l掛 長

生駐 車許 可構 内 ｜本部西目ヒ部教養＿！＿if: I ~ if: I東南 ｜人文l 111_1 
有効期限 ｜ 昭 和年月 日 l掛員 ｜

て在了弓三申請苫古語天正当つては，京蔀天学構内交通扇偏鹿項に定める事項を熟知されたうえ，※欄正一「一一 I 

所要事項主皇M_.__:必要な古塑Jr'添えて，関係部局の窓口に提戸してー王主主主一一一一

日本工業規格B列5

Q
U
 。。
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別紙第3号様式別紙第2号様式

直玉｜ 担歪呈
京都大学構内入構 ・駐車許可証交付申請書。

申請者 ｜ ｜習を官｜

連（電絡話先） ｜｜学局線内（） 一 ｜｜登自録動番号車｜｜ 

用務先 ｜

入出構時門，I午午前佼 時分入構｜｜午午前俊 時 分出格

。注意事項 1・入構 ・！駐車許可時聞は，午後5時
30分までです。
2.本申請訟を提出する際には，運転
免許証を提示して下さい。

日本工業規格B列6

別紙第4号様式

（表面）

番号

京都大学構内入椛 ・駐車許可証制

指定構内 ｜本部｜西部｜北部｜教科医学医学｜東南｜人材

業者名 ｜ ｜竪皇」

自動車｜
登録番号l

有効期限 ｜ 昭和 年 月 日まで

昭 和 年 月日

京都大学部局名 印

※裏面の注意事項を遵守すること。

日本工業規格B列6

（袋面）

注 意 事 項
1. 本証は，本証の指定した椛内以外には入構 ・駐車

してはならない。
2.入構時及び構内においては，本証の表面を車内前

面ガラス左下部の外部から見やすい位置に掲出す
ることn

3.歩道や駐車禁止の標示区域のほか，人や自動車等
の通行に支障をきたす場所には駐車しないこと。

4.構内に設置した道路際識及び道路標示に従うこ
とn

5. 本IDEの有効時間は，午前81侍00分から午後5時
30分まで、とするι

6.本証は，他人に貸与し，若しくは談渡し，又は記
載事項の書き換えをしてはならなL、。

7.不正な手段を行った者及び不正な手段により本証
を入手した者には，直ちに本記Eを返還させ，以後
本証を交付しなし、。

8.有効期間の満了等により不要となった本証は，交
付を受けた部局に返還すること。

9.本証の有効期間が満了する場合等で引き続き入
i構 ・駐車を必要とするときは，交付申請の際の手
統に準じて本証の更新等の申請を行うこと。

10.違反率には，聖書告書等のはり付け，当該自動車の
学外搬出等の措置をとる。この際の自動車の学外
搬出等に要した経費は，違反車の所有者又は使用
者が全額負担すること。

（注） 規格は直径5.5センチメートノレとする。

一
空
一日 番号

京都大学構内入構 ・駐車許可証（E)

叫部｜吋部l教義1~学l薬一人文I I構内

この車は 月 日に限り構内の駐車を許可する。

事務局

I 京都耕一脚）

※裏面の注意事項を遵守すること。

日本工業規格B列 6

（裏面）

注意事項

1.本証は，本証の指定した構内以外には入構 ・駐車

しではならなし、。

2.構内においては，本証の表面を車内前面ガラス左

下部の外部から見やすい位置に掲出すること。

3.歩道や駐車禁止の標示区域のほか，人や自動車等

の通行に支障をきたす場所に駐車しないこと。

4構内に設置した道路標識及び道路標示に従うこ

と。

5.本証の有効時間は，午前8時00分から午後5時

30分までとする。

6.出構の際は，本証を出構門の守衛所に返還するこ

と。

7.違反事には，警告書等のはり付け，当該自動車の

学外搬出等の措置をとる。この際の自動車の学外

搬出等に要した経裂は，違反車の所有者又は使用

者が全額負担すること。

- 90一
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く紹介＞

文学部陳列館 その 3（地理学）

文学部陳列館における地理学関係資料の蒐集

は，わが国最初の地理学講座として，明治40年5

月に旧史学地理学第二講座が創設されると同時に

開始された。ことに翌明治41年に小川琢治教授が

着任するにおよんで，その蒐集活動は本格化し

た。以後，資料蒐集は着実にすすめられ，今日で

は，わが国大学のなかでは第一級の地理学資料を

収蔵するに至っている。

地理学関係の資料は，大きくは，民俗資料，古

地図 ・古地球儀，および近代地図の三つに分た

れ，主として陳列館21潜の地理学陳列室 ・地図室

などに収蔵されている。

まず民俗資料はアジア ・アフリカの各地におよ

ぶが，第二次大戦を境にして蒐集地域をことにし

ている。第二次大戦前の収蔵品は，中国 ・台湾，

朝鮮半島，サハリンをはじめ， ミクロネシア ・ボ

ルネオ ・ジャワなどの東南アジア島唄部の民俗資

料を主としている。とくにミクロネシアの民俗資

料は，大正3～4年に一括将来されたもので，い

までは入手不可能な貴重なものが多L、。これに対

し，第二次大戦後の収蔵品は， 1959年以降数次に

わたって実施されたイラン ・アフガニスタン ・パ

キスタン学術調査隊の将来品のほか，アフリカ ，

トンガ諸島などの民俗資料をふくんでいる。

古地図 ・古地球儀，とりわけ和漢の古地図類の

収蔵品は，地理学関係資料の中心をなすものであ

る。そのなかには，はじめて実状を反映する形で

蝦夷島が日本図に描かれた「延宝六年刊日本図」

(1678年）， シーボルト事件の発端となった高橋

景保の「新訂万国全国」 （文化7年， 1810年）な

どがある。このほか中国図 ・日本図 ・国絵図 ・町

絵図など各種の古地図を網羅している。これらの

和漢の古地図については，すでに昭和9年および

12年に発行された『地理論叢』 3・5・9斡に所

蔵目録が掲載されている。

ヨーロッパ関係では，南半球になお「未知の南

方大陸（TerraAustralis inco伊 ita）」を描く 16

世紀末のイタリア製古地球儀，現在の海図の前身

にあたる羊皮紙製ポルトラノ（Portolano）など

があり，いずれもわが国ては類品の少ない貴重な

ものである。しかし，近年における古地図価格の

高騰により，古地図類の蒐集活動は中断の止むな

きに至っている。かわって，教室では，古地図帳

（アトラス）類のファクシミリ版の購入に力を注

いでし、る。

近代地図の蒐集も活発におこなわれてきた。と

くに講座創設時に一括寄贈をうけた二万分の一地

形図や各種の海図の地質図は，今日まで貴重な地

図コレクションとなっている。現在，地理学教室

では，五万あるいは二万五千分のーの地形図だけ

でなく，土地利用図 ・土地条件図をはじめとする

各種主題図，また空中写真の蒐集に努力してい

る。さらには，わが国だけでなく ，アジア諸国の

地形図の蒐集にも努めている。これらの地図蒐集

の拡充にともない，陳列館内だけでは収蔵 しえ

ず，現研究室前の廊下にも地図ケースをおかざる

をえない状況にある。

このような狭臨性に加えて，陳列館の老朽化が

収蔵品の保存に大きな問題を投げかけている。大

屋根からの漏水，また天井の剥落によって， 収蔵

品が多大の被害をうけたこともあった。この面で

の早急かつ抜本的な改善が望まれる次第である。

（文学部）

16世紀末イタリア製地球儀

- 92ー
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