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No. 79 

岡本耕造名誉教授および前田憲一教授

の日本学士院賞受賞について

昭和47年度の日本学士院賞が本学名誉教授医学

博士岡本耕造氏および本学教授工学博士前田憲一

氏に授与された。

岡本耕造氏の受賞の対象

となった研究題目は， 「糖

尿病と高血圧症の基礎的研

究」で， 40年の長きにわた

って京大，神戸医大，東北

大などで終始一貫して行な

われた研究である。

同教授は京大医学部昭和6年卒業後直ちに医学

部病理学教室に入局，まず有機分析試薬の組織化

学への応用を試み，体内物質24種の組織化学的証

明法を創作した。乙の中の一つであるE鉛の組織

化学的証明法により，勝織ラ氏島lζ多量の亜鉛が

存在する ζ とを見出した。そしてとの事実をもと

にして，糖尿病亜鉛学説を提唱して，独自の構想

のもとに糖尿病発症性亜鉛試薬を約30種以上見出

した。

さらに乙れら亜鉛試薬を投与し，糖尿病を発症

させた動物の交配を何代もくりかえして，いわゆ

る「先天性糖尿病動物」の作成にも成功した。

一方乙のような糖尿病研究の学識，経験を高血

圧症の研究に応用し，昭和35年以来 Wistar系ラ

ットの中から選択的兄妹交配により「高血圧自然

発症ラット」の系統作成をなしとげた。乙の系統

は無処置で全例高血圧を発症し，高血圧性心血管

病変を合併する点で他iζ類をみないすぐれた実験

動物である。 ζのネズミは本態性高血圧症研究の
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モデルと して現在世界各国 150以上の研究室で高

血圧研究に賞用されている。同教授はとの動物を

用いて高血圧症の病理， 遺伝， 病態生理， 生化

学，薬理の領域で不滅の業績をあげられた。乙の

ような同教授の研究に対して今回の受賞はまとと

に意義深いものというべきである。

なお，学士院賞受賞は，本学医学部病理学教室

においては藤浪鑑教授，清野謙次教授についで3

回目の栄誉であるととをつけ加え，心から御祝辞

を申し上げたい。 （医学部）

前回憲一氏の受賞は「電

離屈に関する研究JIL対し

てである。

教授は，大阪市出身，昭

和7年，本学工学部電気工

学科を卒業，逓信省電気試

験所（現在通産省電子技術

総合研究所）， 文部省電技物理研究所（現在郵政

省電波研究所），電電公社電気通信研究所を経て，

昭和28年 2月本学教授となり，今日 iζ 至ってい

る。 ζの間，電波科学，宇宙空間科学その他の分

野で国の内外の学界に活躍し，海外出張24固に及

んでいる。教授は40年間終始一貫電離屈の研究に

従事し，その業績と指導力を通じて，国際的にも

との方面の重鎮と目されている。

電離層が短波遠距離無線通信の成否を左右する

ととは早くから推測されていたと乙ろであるが，

その聞の関係を，観測を基礎として，乙れに電磁

波動の理論を使って，具体的 ・数量的に明らかに

するととに成功した。乙れは電離層を電波工学的

立場から実用面lζ寄与する目的で行なわれた世界
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で最初の研究であった。

つぎに，電離層の物理的状態を明らかにし，か

っその背後にある法則性を見出す乙とは，実用面

のほかに，地球物理学の研究対象として重要であ

るが，教授は近年主としてこの方面の研究に力を

注いだ。すなわち電離居内の電子密度の日変化や

世界分布が，地球地磁気の影響を受けるととを

最初に指摘し，さらにその機構を明らかにするた

め，観測結果を優れた見通しをもって整理 ・分析

し，重要事実を摘出し， ζれを解釈する手段とし

て，電離層の電気力学という新しい理論分野を開

拓するととによって立証に成功したものである。

（工学部）

早石修教授の文化勲章受章について

京都大学医学部医化学教

室教授（京都大学化学研究

所分子生物学部門教授 ・東

京大学医学部栄養学教室教

授併任）医学博士早石修氏

が今回「アミノ酸代謝に関

する研究Jによって文化勲

章を受章された。早石教授は，昭和17年大阪帝国

大学医学部卒業後， 米国国立健康研究所（NIH)

毒物学部長等を歴任し，昭和33年京都大学医学部

教授に就任された。

阪大医学部を卒業後，同教捜は故古武閣四郎教

授以来わが国の伝統であるトリプトファン代謝の

研究に着手し，その研究課程で酸素添加酵素とい

う一群の新しい呼吸酵素を発見された。その後の

研究で本酵素が，アミノ酸，糖，脂肪，ステロイ

ド， ビタミン，ホJレモンなど生体必須物質ならび

に薬物，毒物など外来性物質の代謝において生理

的に重要な働きをしている乙とが明らかとなり，

呼吸生理の分野lζ新しいーぺージをつけ加えられ

た。その業績により酸素添加酵素の権威早石修の

名は世界に知れわたり，わが国では昭和42年日本

学士院賞受賞，また外国では昭和47年アメリカ合

衆国国立科学アカデミー外国人会員に選ばれるな

どの栄誉を得られた。

早石教授は，その後，酸素添加酵素の研究にと

どまらず， トリプトファン， スレオニン， リジ

ン，ヒスチジンなど広くアミノ酸代謝の研究に従

事し，それらアミノ酸に由来するホJレモン，助酵

素，核酸等の生合成の酵素レベJレでの代謝調節機

構の解明に大きな貢献をされた。さらに，最近，

酵素化学ならびに酵素レベルでの代謝調節機構を

基盤にして，脳神経化学，細胞異常増殖の研究に

も積極的lζ取り組んでおられる。たえず新しい分

野 ・技術を取り入れる前向きの努力とそが早石教

授の信条である。

内因性代謝異常に起因するがん，高血圧，糖尿

病などの疾患が重要視されつつある今日，とのた

びの受章は特iζ意義深いものと考えられる。早石

教授の今後の御健康ならびに御活躍を期待した

（医学部）

田中美知太郎名誉教授の文化功労者

に選ばれたことについて

本学名誉教授文学博士田

中美知太郎氏は昭和47年度

文化功労者に選ばれ， 11月

4日，顕彰式i乙参列され

Tこ。

同名誉教授は明治35年新

潟県に生まれ，東京で初 ・

中等教育を受ける。大正15年京都帝国大学文学部

哲学科（選科）卒業。昭和 5年東京文理科大学講

師。同22年京都帝国大学文学部助教授。同25年京

都大学文学部教授，哲学哲学史第 5講座（現第2

講座）担任。昭和40年，定年退官，京都大学名誉

教授となる。70才。

西洋古典文献学，とくにギリシア哲学研究にお

いて多く のすぐれた業績をあげ，その基礎の上lと

立って哲学の本格を究めた。文明批評や政治評論

でも多くの人人lζ親しまれている。著書lζ田中美

知太郎全集（14巻，筑摩書房）などがある。今回

の受立は，乙れらの幅ひろい研究業績と活動が．

わが国の文化の根本lζ大きく寄与したものとして

評価されたものである。 （文学部〉

分限処分の審査について

(I) 本学経済学部竹本信弘助手については，昭和

47年1月以来連絡不能の状態が続いている。
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経済学部では，との問題は，経済学部教官の勤

務という視角から取扱われてきたが，長期にわた

り竹本助手から経済学部に対して連絡もな く，ま

た経済学部から同助手に対して連絡をとりえない

事実にもとづき，昭和47年10月 1日をもって欠勤

の措置がとられた。

欠勤の措置がとられて以来， 3カ月以上なお行

方不明の状態が続いているという事実にもとづ

き，昭和48年 1月11日経済学部教授会で，竹本助

手l乙対する国家公務員法上の分限処分が決定さ

れ，その旨経済学部長より総長iζ申出があったのー

で， 1月16日の本学評議会において，教育公務員

特例法の規定にもとづき，審査する乙とが決定さ

れた。

〔審査の理由〕

文部教官京都大学助手竹本信弘は，昭和47年

10月1日以降無断欠勤を続け，現在なお行方不

明である。よって，国家公務員法第78条第 3号

により免職することが相当である。

(2) 経済学部教授会が，竹本助手の分限処分を決

定するにいたった理由はつぎのとおりである。

竹本助手の分限処分について

竹本信弘助手は，昭和47年 1月9臼付「強盗予

備」の容疑で指名手配され，以来連絡不能の状態

が今日まで続いている。乙うした事態が類例のな

い異常な性質をもち， しかも乙れに対する学部の

措置が大学自治の根幹をなす教官人事に直接関係

するものと考えられたので，経済学部としては，

あくまで大学自治の原則をふまえて，合法的で正

当な措置をとるよう努めてきた。

われわれは，乙 うした問題を京都大学経済学部

における教官の勤務という視角からとり扱う乙と

lζしfこ。

経済学部における教官（研究助手を含む）の勤

務は，その学問の性質上，学内のみならず学外に

おいても可能であり，管理者が連絡しうる条件の

もとでの自宅研修を含む校外勤務の慣行が一般に

認められているのが現状である。しかも研究助手

については，講義・演習ならびに会議出席などの

義務がなく，その主たる任務は研究活動に専念す

るζ とにあると，内規上定められている。

そζで主として，上述のような経済学部教官の

校外勤務の慣行を配慮して，長期にわたって欠勤

措置をとるととをしなかった。その間昭和47年 2

月に，竹本助手lζ対する給与支払の保留の措置を

とったけれども，乙の措置を継続する乙とは法的

に妥当でなく，かつ，乙の問題の処理が大学自治

の核心である教官の地位の保障に及ぼす影響を考

慮して，出動措置をとる ζ とにした。

乙の理由については別紙「竹本助手の問題に関

する覚書」 （昭和47年3月16日）参照（1)

しかし，昭和47年 1月以来，長期にわたって，

竹本助手から経済学部K対して何等の連絡もな

く，また，経済学部から同助手lζ対して連絡をと

りえない状態が続いた。乙うした事実にもとづい

て，経済学部は，竹本助手iζ関して昭和47年10月

1日をもって欠勤措置をとる ζ とにした。

10月12日教官協議会決定。なお，欠勤措置に関

する公式の説明については，別紙参照（2)

乙の時期に欠勤措置をとるに至ったのは，以下

のような経済学部教官協議会全員の合意にもとづ

くものである。すなわち，乙の問題が過去に類例

のない異常な性質をもち，かつそれに対する措置

が教官の地位の保障に関係があること，さらに経

済学部における教官の校外勤務の慣行，研究助手

の勤務の特殊性からして定時出勤者とは異なった

勤務管理，したがって，また，異なった給与法上

の措置を採りうる ζ となどを十分配慮したとして

も，本人との連絡不能の状態がとれほど長期にわ

たって継続しているという事実に直面するとき，

われわれとしては，もはや乙れ以上出動措置をと

り続けえないという乙とである。

欠勤措置をとって 3か月を経過した今日におい

ても，行方不明の状態が続いている。

経済学部は，大学自治の原則にかんがみ，乙う

した事実にもとづいて，竹本助手lζ対する国家公

務員法上の分限処分‘を提起せざるをえない次第

である。

併国公法第78条第3号による分限免職

昭和48年 1月11日

経済学部教授会

別紙（1)

竹本助手の問題に関する覚書：

け竹本助手の勤務状況については，従来より遺
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憾な点があり，その都度学部として注意し，乙

れに対する竹本助手の意志を確認してきたが，

現在の勤務状況は全く正常なものとは考えられ

ない。

∞ にもかかわらず今回 2月分の給与支払保留の

措置をとき， 3月分の給与支払の措置をとる乙

とにしたのは，次のような理由による。

すなわち，研究公務員の権利の確保は，学問

研究の自由を第一義的な条件とする大学および

学部自治にとって，必須のものといわなければ

ならない。しかも，学部の自治はたんに学部構

成員にとどまらず，広く研究公務員全般の権利

の確保拡充に及ぼす影響を慎重に考慮した上

で，運営すべきものと考える。

悼 とうした基本前提の上に立って，今後事態の

推移を見守りつつ，検討を重ねる乙とによって

適確な判断lζ基づき能うかぎりすみやかに適切

な措置をとるととにしたい。

別紙（2)

今回竹本助手について欠勤の措置をとるに至っ

た経過は次のとおりである。

本年1月以来の竹本助手の勤務状態は異常なも

のといわざるをえない。教官協議会は教官の校外

勤務の慣習を配慮して，慎重を期し，直ちに給与

法上の欠勤の措置をとる乙とをしなかった。しか

し長期にわたって竹本助手から経済学部に対して

何らの連絡もなしまた経済学部から同助手に対

して連絡をとりえない事実にもとづいて， 10月 1

日をもって欠勤の措置をとる乙とに決定した。

昭和47年10月12日

経済学部教官協議会

(3) 本事案で問題となっている免職とは，分限上

の不利益処分としての免職であって，懲戒処分と

しての免職ではない。懲戒処分は，職員の国家公

務員法上の義務違反などに対し，その責任を追及

して科せられる処罰たる性質をもっ処分であるの

に対して，分限上の不利益処分は，法令上の義務違

反に対する処罰ではなく，職員に勤務の遂行に支

障のあるような事実（例，心身の故障のために職

務に耐えない，その官職に必要な適格性を欠く〉

が存するためにやむをえず行なう処分である。

また，分限上の不利益処分に関する評議会の審

査とは，人事院や裁判所による事後審査と異な

り，とくに，教育公務員たる大学の教員（助手を

含む。）の身分保障のために行なわれる事前審査

である。審査を受ける者lとは，教育公務員特例法

により，口頭または書面で陳述する機会の付与を

請求する権利が与えられているほか，本学では，

評議会の申合せ（昭和42年2月21日の「京都大学

評議会の行なう懲戒処分の審査に関する申合せ」

を準用する申合せ）により，陳述する機会の付与

を詰求する際に，参考人についての希望を申出る

乙とが認められている。

( 4) 参考法令

0国家公務員法（抄）

（昭和22年1仰 l日）
法律第 120号

（本人の意に反する降任及び免職の場合）

第78条職員が，次の各号のーに該当する場合に

おいては，人事院規則の定めると乙ろにより，

その意に反して，とれを降任し，又は免職する

ζ とができる。

一勤務実結がよくない場合

二心身の故障のため，職務の遂行l乙支障があ

り，又は乙れに堪えない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少に

より廃職又は過員を生じた場合

0職員の身分保障（抄）

（昭和27年5月23日）
人事院規則11-4

（本人の意に反する降任又は免職の場合）

第7条略

2 略

3 法第78条第3号の規定により職員を降任さ

せ，又は免職することができる場合は，職員の

適格性を判断するに足ると認められる事実に基

き，その官職lζ必要な適格性を欠く乙とが明ら

かな場合とする。

4 略

O教育公務員特例法（抄）

（転任）

（昭和24年 1月山）
法律第 1 号
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第 5条学長，教員及び部局長は，大学管理機関

の審査の結果によるのでなければ，その窓に反

して転任される ととはない。

2 大学管理機関は，前項の審査を行うに当つて

は，その者に対し，審査の事由を記載した説明

書を交付しなければならない。

3 大学管理機関は，審査を受ける者が前項の説

明書を受領した後14日以内に請求した場合に

は，その者に対し，口頭又は書面で陳述する機

会を与えなければならない。

4 大学管理機関は，第 1項の審査を行う場合に

おいて必要があると認めるときは，参考人の出

頭を求め， 又はその意見を徴する乙 とができ

る。

5 前3項に規定するもののほか，第 1項の審査

に関し必要な事項は，大学管理機関が定める。

（降任及び免職）

第6条学長，教員及び部局長は，大学管理機関

の審査の結果によるのでなければ，その窓に反

して免職される乙とはない。教員の降任につい

ても，また同様とする。

2 第 5条第2項から第 5項までの規定は，前項

の審査の場合に準用する。

（懲戒）

第 9条学長，教員及び部局長は，大学管理機関

の審査の結果によるのでなければ，懲戒処分を

受けるととはない。

2 第 5条第2項から第 5項までの規定は，前項

の審査の場合lζ準用する。

（教育公務員以外の者に対する乙の法律の準用）

第22条 国立又は公立の学校において教員の職務

lζ準ずる職務を行う者，…………………略……

…・については，政令の定めるととろに

より，乙の法律の規定を準用する。

（大学管理機関等の読替）

第25条 との法律中 「大学管理機関」とあるの

は，当分の間，次の各号の区別に従って読み替

えるものとする。

略

一略

ー略

四第5条，第 6条及び第9条については，学

長にあっては「協議会」，教員にあっては「評

議会」，部局長にあっては「学長」

五 略

六略

七 略

2 略

O教育公務員特例法施行令（抄）

（教育公務員以外の者）

（昭和24年 1月山）
政令第 6 号

第 2条大学の助手については，法に規定する大

学の教員に関する規定を準用する。

2 略

月曜会メ毛

第llO回（1.8) 司会葛西善三郎会員

1 会員の交替

農学部 ：千葉英雄会員にかわり， 1月1日付け

川口桂三郎教授に交替。

原子 エネルギー研究所： 高橋幹二会員にかわ

り， l月1日付け森本武教授に交替。

2 各部局報告

とくに報告事項なし。

3 「大学院に関する諸問題について」意見の交

換が行なわれた。

先ず京都大学における大学院入学志願者および

合格者の現状について各部局より報告があり，一

二の部局（医，法など）をのぞいてはいずれも入

学志願者が著しく増加する傾向をたどっている乙

とが述べられた。

次いで大学院制度，とくにその基本的な問題で

ある目的，性格lζ関し，自由な意見の交換があっ

た。修士課程については，研究者の養成を主限と

して，専門性の高い職業人の養成もあわせ行なう

課程と考えられるが，さ らに従来の専門分野にと

らわれず，境界領域科学を取り扱う機関，あるい

は社会人の再教育の場， などの意見があった。

また博士課程については高度の研究者を養成する

課程であり，学生が進んで研究活動を行なう場で

あると考えられるが，一方では博士課程を教育制

度の一環として位置づける必要がなく， 研究室

で養成する 乙とで足りるのではないか，あるいは

fellowship制度を考えるのがむしろ良い，などの
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意見も述べられた。また学士，修士，さらに博士

課程と長期にわたって同じ機関に学ぶ弊害などに

ついても意見があった。 （山田秀明会員）

学生部長の交替について

川又良也学生部長は， 1月16日辞任された。そ

の後任として，坂本鹿一教授（農学部 ・農林経済

学）が同日付けで新学生部長lζ発令された。
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