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京大広報 No.75別刷

大学の未来像について（答申）

昭和 47年 9月

大学問題検討委員会



まえがき

大学は今後いか陀あるべきか。

との問題は簡単に答えられる問題ではをしまた一義的在答のある問題でも

在いであろう。しかし，実際K現在の大学の欠陥を除き．改革を進めるために

は， lハたずらに百家争鳴を繰り返ナととは，あまりにも広い意見分布をもっフ＃

では必ずしも賢明在方法では在い。審議のための一つの方法として，まずある

程度限られた人数で実を作るととが適当であろう D

とのよう在事情を背景とし，大学問題検討委員会は，総長の委嘱によって昭

和44年 6月発足し上述のようを問題に取り組んだ。それ以来， 5年余．息長

〈，しかしか在り激しく討議を重ねてきた。ととに提示するのは，上述の問題

に答える一つの「大学の未来像」である。（内容は主として第 1部会よりの報告

に基づき本委員会で審議したものである D ) 

本文の内容は 5部より在る。第 I部「大学の任務Jにないては．大学の理念

を論じ，太答申のよって立つ根拠を明らかにした。第E部「大学の現状と問題

点Jvc :l'.,，いては，現在までの京都大学Kぉ、ける典型的左現状と，その問題点を

指摘した。第E部「大学の未来像Jvc辛子いては，第E部の結果を考慮しつつも，

それ Kとらわれるととを〈，第 I部の考え方医基づいて理想とされる大学像

を描〈努力をした。ただし，本答申の内容は，実施過程までも含めた実施実と

いう性格のものでは在〈，改革の基本：方向を示したものである。突鵡案の作成κii;

たっては．本答申を基礎としてその具体化がなされるべきであると考える。

長期にわたる大学像を考える陀は， 之年や 5年の年月は必ずしも長い年月と

はいいがたく，本答申もその意味で最善の答申であるともいいがたいが 実際

VC 1 0 0回をとえる部会審議や，それと同等以上の調査，立案等の必要在作業

量から見て，現職教官である各委員としては最善に近い努力を払 q たものと考

えている。しかし，もちろん，上述の意味での時間的制約から，すべての問題

に触れるととはしようとしなかったし，またそれを意図したとしても不可能で

あったに違い左い。との傾向はとくに「現状と問題点Jの部で著しいD しかし，

大学の根本的をあり方に関する重要在問題は落さをいよう注意したつもりであ

る。ただ，多くの委員の意見をまとめるにあたって．細部に至るまで完全に一

致ナるととは．各自の思想や学問的信念在どの相違から望むべくも在い乙とで



あった。結果として，本答申は，それぞれの問題に関しほとんどの委員の意見

の一致をみた段階での結論をもって構成されるととと左った．したがヲて，非

常に重要な事柄についての記述が比較的簡単にしかできなかった場合もある。

記述の詳しさと事柄の重要さとは乙の場合必ずしも比例してい左いととを了解

していただきたい。

ところで， 「未来像Jを構想するにあたっては，われわれは，白紙に理想的

左大学を描くとすればいかなるものを措くべきであるかという立場をとった。

したがって，自分の学部はどうなるかとか，自分の研究室はどう在るかという

現状をもとにした見方から，との「未来像Jを受けとるととは適当で左い。ま

たととK述べた「未来像Jのー局部のみを，そのまま現在の組織制度の下で実

施することにも問題が多い。この場合には適切な暫定的修正を施した上で左け

Iればかえって誤った方向に進む危険性があるととを注意してなきたい。実現に

至るまで，大学全体の絶えざる努力が必要である。

なな，本答申は，一応、「京都大学」を対象としているものがあるが，必ずし

もζれに限定せず，より普遍的左大学像を指向している。空た，問題を学内K

限定ぜず，大学閣交流左ど他大学との関係も非常に重要視してなり，その意味

からもとの答申の考え方が，他の多くの大学Kも理解していただけるようにと

ねがうものである。また，現行法規にはとらわれないという考え方氏立脚して

おゆ，実現のため陀は，法規の改正と整備を必要とするととはもちろんである。

また本文中氏用いた将来の組織，制度に関する名称や数字は，考えの内容を説

明するための一つの典型として提示したものであ唖て，実施の段階で答申の精

神が失われ左い範囲で変わることは， もちろんありえよう。

在全，本答申は，どちらかといえば，大学K右、ける研究に重点を宵いたもの

であるが 本文にあるように大学Kないては研究と教育とは密接不可分のもの

であると考えてなり，との意味で教育についてもか左 P検討を加え，新しい考

えを確立した。この考えは，本委員会が先に行在った「教養課程の改善氏関す

る答申Jの内容と，一般教育を尊重するという稽神にないて変りは左い。ただ，

本回の答申は，より畏期的左展望の下K専門諜程，大学院までも含め自由K考

えたため，形の上で見る限りはか左り違ーたものと左ったのは，ある意味では

当然ともいえよう。
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はじめに

「大学の未来像」に関する答申U,

第 I部・・・・大学の任務

第E部・・・・大学わ現状と問題点

第E部・ .. .大学の未来像

という三つ (J',音Bか I¥f.rりた勺ている。

こ小第 I部は守大学の現状と問題点および未来像の提出に先立ち．それらσ1

作業σ、指導原理とたるべき大学小理念について検討を’行なっておくこと令課題

と寸るもので"iY'.る。

大学の理念の検討とは，端的にいえば， 「大学とは何かJ空た「何である

べきかJという問題を考え Q ことであるが，この秒討の柱となるべきFものは，

大学r主たる機能かいし任務に関する検討，すなわ宇？喝 「大学とは何をすると

ころであるか Jまた「ああべきか」という問題小考察である。第 I部付，

まさにこのようた，大学F理念の柱として~.，大学か任務に関すあ理念的検討

に焦点をおいていあ。ここで芳察されているわけ，直接的には，研究および教

育小理念であり，大学の自治や管理運営といった問題には特別の章はきかれて

いなし、。このようか焦点のおき方をしたのは，大学σ主たる任務である研究と

教育との内容，相互関係京よび社会との関係を介析寸ることが，女学の自治 t

管理運営に閉寸る検討 F芽礎自れな前提すかすもので＃－ るという芳え方に基づい

ている。

なお，ここで大学という場合，必ずしも京都大学だけを念頭にお’いているわ

けでutrいことをことわ勺ておこう。オづれわれの経験と判断が，京都大学小過

去と現在によって多かれ少なかれ鎮定されていることじ否定しがたいが，われ

われは， こ小第 I部においては，京都大学を含めて，およそ大学というものり，

このようなもので去るベぎだろうという考え方を提出しようとしているのであ

る。
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第 l章序説

この報告は， 「大学の任務 Jという主題の下に，大学で行かわれ不べき基本

的機能に関し，そのif.，るべき姿ないし方向について，本委員会の到達した見解

をまとめたものである。

きわめて常識的にいえば，大学とは，研究と教育を行なうための機関であろ

うo しかし，現代σ，社会状況の中であらためて大学のあり方を検討しようとす

るとき，このように述べただけでは，多くのことがなお解明小余地を残してお

・り，少なくとも次 (T',ような疑問が生まれる。

． 

(1 ) 研究とは何か，教育とは何か，またそれらり何のために行なわれるのか。

(2）大学において行なわれあ研究キ教育は，他の機関あるいは個人の活動とし

て行なわれぞ研究や教育とどのよう庁関係にみるのか。

(3) 研究と教育とり，相互にどのような関係に序．る小か。

(4) 研究と教育の両者を必ず行なわかければたらかいのかどうか。（とのこと

は，教育制度をめぐる最近の論議K照らせば，必ずしも自明とはいい切れ左

い．）

(5) 大学の基本的機能付，研究と教育とに尽ぎあ Fかどうか。（との二つ主並

列的K 「社会奉仕Jを挙げる意見もあり，たとえとの意見をとら左いとして

も，研究と教育と科人類社会になける諸活動の中で，どのよう在位置を占め

るかを明らかにする必要があろう。）

(6) 総舎大学という形態口，大学に課された任務を全うしてゆ，く上に，どのよ

うな意義をもつのか。総合大学とは，どのよう左大学を意味するのか．

こ小報告では，大学F基本的機能は，一応，研究と教育のこつであるという

見方から出発して，主として，上記小ような問題点について検討を進めるo以

下，まず第 2章において大学における研究について考察し，第 5章で大学にお

ける教育を論じる。最後に第 4章において，前の 2章を受けつつ，総合大学の

意義について考察を行なうことにする。

-10-



第 z章大学にお 肘る 研究

2-1 大学における研究の理念

2-,l-l 真理の探究

大学における研究の理念H何であろうか。われわれは，それは「真理の探究．｜

であると考える。これは，いかにも古めかしい命題合単に機械的に繰り返した

だけのような印象を与えるかもしれかいが，われわれ村，こ小報告全体を通じ

て， 「真理小捺究」という言葉に次のような意味をこめている¢である。

真理という言葉口， しばしば，一つの科学的推論が客観的妥当性を持つこと，

すなわち，思惟の法則にかなっており，かつ現実F証拠に合致していることを

表わすものとして使われ γいる c しかし，この報告で「真理」と呼ぶものは，

このような個別科学小個々グー認識の客観的妥当性をもちろん含んで付いるが，

それに尽きたいもの，寸たわち，現実の総体小理性的認識を意味している。

一人の人聞が生活し行動しようとするとき，かれは，全体としてのつながり

を持った現実ーー自然と社会の歴史的過程をも含めた全体一ーに向かい合ぃ，それ

をtrんらか小仕方で脳裏に思い浮かべている。これは現実の総体 P直観的な認

識であって，個々人の受けた教育や学問研究へのかかわり方などに応じて，そ

小認識の内容が科学酌裏付けを持っている程度はさまぎまで彦、あうが，たとえ

職業としてF学問研究者であっても，一人の人聞の現実♂総体に関する認識は，

想像や常識によ勺て埋められていあ部分が少なくなく，部分部分が相互に矛盾

していることも~；りうる。また杭野小広さにもおのずと限りがああであろう．

これに対して，人聞を人類全体としての営みという観点から見れは，現実σ1総

体は，過去の知的遺産と現在の活動とを媒介に，しだいに体系出！認識にもたら

されてゆく。これは，普通的な承認を受けるような推論の手続を経て織り出さ

れてゆく概念とその論理的な連関という形におけみ認識である。この点におい

て司それは直観的な認識と区別されるから，前のところで，「理性的」という

形容詞をつけて，理性的認識と呼んだのでふと。別の面から見れば，それは，

現象の背後に忘るより本質的なもわをたずね，法則的な連関をとらえようとす

る性質の認識であるから，本質的認識というような言葉で特徴づけることもで
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ぎよう。ドずれに廿よ，このようか性質if'C認識 jを念頭においていることを

ここで断わゥておいて，、この報告でiま，以下簡諜に「現実総体肝認識 Jという

言葉を用いる。ナれわれが目標とする「真理 jとは，こ小意味における「現実

総体加認識 Jenことである。

土の段落の中頃で，現実の総体は，しだいに体糸的認識にもたらされてゆく

と書いたけれども，ここに注意するべきことは，この認識活動作，少なくとも現

在小段階では，分業を通じて行なわれていることである。第 1に，こ炉活動小

圧倒朕！な部分は，学問研究の専門家小手によって行なわれている。この人々は，

社会の他の活動を主たる仕事とす Q人々と分業目白係に立っている口さらに，研

究者相互の聞にも専門分化が見られるが，これも一種の介業とみたすことがで

きょう。現代わーっの特徴を，これらの介業が大幅に進んだと止に見あこ止が

でぎるで法ろう。たとえば，数学と物理学とは，かつては一人の自然哲学者の

仕事小二つσ？？面であ勺たが？今日，数学者と物理学者を兼ねうあ人間付きわめ

できれで忘あばかりで左く．そのそれぞれにおいて専門村細かく分かれていあ。

同様に・法学，政治学，経済学なども，かつては一人の道徳哲学孝の仕事のう

ちに含まれてい恰が，今日で付，それぞれが独立するとともK，ぞれぞがわ内部

も献かく介かれている。しかも，研究者小数が増え，年々発表きれる研究論文

の数も激増じているから，自分が専門としている一つの個別科学のある升野に

おける動向できえ，細大漏らきず把握し評価すあというよう t（・ことは困難であ

る。

J このような状況に照ちせば，われわれが目標として掲げた「現実総体の認識 J

tおわれわれ一人一人ゎ課題としてとらえ直すときには，強い緊張をしいる

ような難題で歩る。今日の学問研究者H，ある個別科学のある小さな升野にお

いて，．何事か新しいものを見つけ出すことに専念しているで研究σ、過程は，「真

理小探究」という言葉よりも， 「現実のああ側面についての認識の深化 jとい

う言葉で呼んだ方が実感に即してい不場合が多い。また．かりに，われわれが

超能力の巨人で忘って，世界中の研究室から生み出さオマてくあ成果のすべてを

知りえたと Lてる，それらの成果の総和を一つの統一世を持った全体像とみな

すことは， ＆わめて鴎難であろう。さらに，もしおんらか小意味で統一性小下

に見渡しえたとしても，全体としての人類の認識活動は，絶えず方々で試行錯誤を繰
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り返し，絶えず新しいものが付け加わるとともに，既存の命題や体系小破壊や修

復や再編成がいたるところで行なわれている無限に続く近似の過程であるほか

はなく，静的で完結した「真理」というものが現出することはないで歩ろう。

このような困難を意識しつつも，われわれは，あえて「真理小探究」という

規定を選んだ。それは，現存の科学の個々の分野だけではおおい尽されない

ものがあることを認め，個々の分量了での活動に従事しつつも，現実総体の認識

へ近づこうとする態度をとることを意味する。

このことは，さらに，一つめ含みとして，研究における普遍化と総合の契機

が，大学において，より重要視され，意識的に促進されるべきことが意味する

であろう。 20世紀♂学問が特殊化と細分化小一方向しか持たないという見方

には異論があるとしても，固定した専門の中で細分化小方向をたどることは，

ある意味では研究上の必然であり，さらに研究者の能力や興味あるいは研究の

量的な効率性F要請，さらには社会の直接的な要請などがこれに加われは，一

層特殊化と細介化の契機が前面に出がちであることは事実であろう。したがっ

て， 「真理小探究 Jという理念を掲げていても，現実総体の認識を志向すあと

いう意味を失ない，単に個別的な認識の客観酌妥当性を追求するという意味だ

けになってしまう恐れは多分にある。しかも，研究が社会的な分業の一環とし

て行なわれるだけでなく，特定の課題もしくは設備守中心とする目的意識酔な

分業による集団作業という性格を帯びることふかなり著しくた「うた現在，この

恐れは，しだいに大含くなっているように思われる。このため，普遍化と総合

の回路を確保することが，大学の理念を絶えず回復し実現するための最も重要

な契機となるのである。

以上のような意味における「真理の探究 Jすなわち「現実総体の認識 Jが，

われわれ一人一人の課題であり，同時に，大学の研究者が協同して追求するべ

き第一義的な目標であるc

以上で述べたことは， 「街究とは真理の探究である。」という言葉が自明の

ことであるように語られる場合に見落されがちな点を強調したものである。

ただ，誤解を避けるために，次の点を補足しておこう。

学問研究は， 2-2-1のはじめの部分にないても述べるように，それ自体入閣のひ

とつの活動であり，そして，その個々の過程Kぉ、いても，当の研究者の，全人格的といえ
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るほどの緊張した努力が投入されるよう左，能動的な活動である。この過程にお

ける各人の動機や関心はさまざまである。それだけではなく，各人の学問像や，

研究の体系は著しく個性的でありうる。われわれが，学聞のめざすべき総体性

と普遍性という契機を強調するとき，この主体性と個性という契機を睦視して

いるわけではない。それどころか，それらは，全体としての学問研究が生き生

きと発展するための不可次の契機であり，それだからこそ，われわれは，一方

において， 2-2-2-2小「自律性」の要請の部分で述べるように，知的寛

容と自由の空気をっくり出してゆくことが大学において不可欠であると考える

とともに，他方において，さぎに述べたように，普遍化と総合の回路を確保す

ることを重要視するのである。

2-1-2 大学における研究の特徴

いうまでもなく，動究という活動を行なっている者は，大学F研究者だけで

はない。個人としず研究に従事 L，ある領域において大学の祈究者をもしのぐ

成果をあげている人もある。また，研究機関についても，種々の国立研究所や

地方公共団体所属加研究所，財団法人・社団法人・特殊法人などの形をとる民

間の研究所，そして企業の研究所などが大学とならんで存在し，そこでは日々

研究が専門の蜘究者によゥて行なわれている。これらの個人または機関とくら

べて，研究機関として小大学の特徴はどこにあるだろうか。ここでは，この

問題を考えることによって，さきに述べたフて学における研究の理念に，新たな

照明を当てる。

(1) 規定的な目標

恐らく，大学の特徴は，それが，さぎに述べたような意味における「真理の

探究 Jを，みずからの活動の規定酌な目標とすることのできる機関だというと

ころにある。これは，独立の尉究者や大学以外の街究機関が真理の探究に寄与

しないという主張ではかい。学問的に見て立派な成果をあげている独立の研究

者があることについて口初めに述べたし，企業σ下蜘究所についても学問的な成

果を生み出している例をいくつも挙げることができる。むしろ，いくつかの部

面については，現在，企業の肋究所小方が，大学における肋究よりも先端を行

ゥているという方が正確で喝志ろう。ただ，大学以外の研究機関は，設置目的が

なんらかの意味で大学にくらべて限定されている。たとえば，現存小国立研究
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所はJ 各官庁所轄ゎ行政に有用でああことが期待されており，それが担当する

研究の領域は，おのずから限．られている。企業の研究所は，やはり対象領域の

決定や重点小置ぎ方などにおいて，長期的には，企業目的の制約下にあるであ

ろう。のちに見るように，研究という活動小有用性が脚光を浴びるに至ったこ

とは，現代小一特徴であお。しかも，きわめて基礎酌な研究や一見遠く離れた

領域における耐究が， しばしは急速で大規模な応用の可能性を持つようになっ

ており，したがって，大学における街究と大学小外での研究とが共通の面を多

く持つようにかっていることも，現代のー特徴で孫為。それだけになおさら，

大学が真理の探究を規定的な目標とすあ研究機関であることを再確認し， しか

も，その真理炉内容を，単かる個別的な知識にとどまらたい現実総体の認識と

してとらえておくことは，重要な意味を持っていあ。

(2） 公共性

現実総体の認識は，人類全体という次元で行なわれている活動であるから，

大学における研究小規定的な目標を，この活動において中心酔な役割を果たす

ところにあるととらえる介らば，大学における研究口，原則的に，広く人類に

対して公開されていなければならないということになあで ＆，ろう。それは，社

会の特定部分によ勺て排他的に領有されるべぎではない。この意味において，

大学は公共的な機関でかければならない。ここに公共的という小村，国立，公

立などといった経営形態の問題ではない。大学的任務に関して，われわれが自

覚しておくべき一つの特質F ことをきしているのでふる。

(3）指導性

繰り返し述べるように，真理の探究は，大学の狼古事業ではない。それは，

人類全体という次元で行なわれる事業である。きわめて本質的介問題提起が大

学の外にいる市民から発せられるかもしれないし，現実め個々の側面について

の認識の深化が，初等・中等教育の現場や工場や病院や企業の祈究所などにお

いて行たわれているであろう。大学の役割は，この事業において，みずから基

幹となり，かっ，指導性を発揮するべきところにあるであろう。こ小際，大学 i

小特徴的な任務が認識の総体性σ‘契機を維持発展させるべきところにああこと

は，すでに強調してあ、いた。したがって，大学の発揮するべき作導性の中心

的な内容は，個別的な事柄を，より全体的な観点から批判断1に検討し，より全

-15ー



体的なものの中において位置づけ，意味づけてゆくことにある。しかし，この

統合的な機能を真に有効に発揮しうるためには，学院体系において本質的と考

えられる部面仁ついては，認識を個々の部面で深化させるという側面において

も，大学がみずから国際的に見て第 1般の水準小仕事をなしうる力量を備え

ていなければならないであろう。これは，大学(J',加究者の独善民！な立場からす

る主張ではない0・むしろ，人類の認識の進展における本質的な部分を，（2）で述

べたょうか意味における公共性の下に確保するベぎだという立場からの主張た

のである。

(4) 教育との結合

現存の大学の一つの特徴は，研究も教育も行なう機関だというところにある e

すなわち，そこでは，単にWr究とそれに必然、的に伴う研究後継者の養成だけで

はなく，とれよりはるかに多数小学生たちに学校体系F最終段階としての教

育を行ない，実社会に年々送り出しているのである。しかし，単に「研究も

教育も」行かうというだけで吋，従来の事実を確認したに過ぎない。理念の観

点からすれば，大学における研究村，教育といかなあ関連において把握される

べきだろうか。この報告の一つσ、重点は，大学における研究と教育との相互作

用を重要視し，大学を， fV！究と教育とを統ー的に行なうべき機関として規定す

るところにあるが，研究と教育との関係の分析は，第 5章の申で行なう予管で

if・、るから，その箇所に譲ぁ。

2-2 大学における研究と社会

2-2-1 大学における研究の社会的意義

大学における研究の理念は， 「真理の探究」すなわち現実総体の認識である。

この認識は人類全体という次元で行なわれている活動であり，加究機関として

の大学の任務は，この活動において基幹と在るとともに，総体性の契機と公共性

の契機とを維持発展させながら，指導的な役割を果たすことにある。

ところで， i このような理性的・本質的・体系的な認識の活動は，物質的財貨

の生産や芸術活動や祭礼や家族の営みなど，人類のあらゆる活動の中の一部分

である。また大学の研究者は，専門職業人小一種として社会的分業の一環をな

しており，個々の研究者が意識するとしないとを問わず，かれの仕事u，社会
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の他の部分と相互作用の関係に立っている。

そこで，前の節から論をー歩進めて，大学における研究が，ああいは真理の

探究が， λ類の活動にどって持つ意義について考察し，かっ，そこにおける問

題点の把握というところにまで進またければ，「研究とは何か」 という問題

を十分明らかにしたことにはならないであろう。

最初に，学問の社会的意義に関寸あわれわれ小基本的立場や要約的に述べ，

次に，項目を分けて，それに説明を加えてゆくことにしよう。

さきに，学問研究の個々の過程は，「現実のある側面についての認識小深化J

とでも呼びうるものでがり，また，それらの研究は，全体として， 「真理 Jの

探究すなわち「現実総体加理性的認識 J.の発展のー習慣を構成するべきものであ

るζ とを述べた。とのよう左学問研究の営みは，単に個別的社過程をとってみ

ても，決して静的で受動的な過程では左い。それは，種々の社会関係や人間の

実践活動とのかかわりの中で行左われる動的で能動的在活動であり，多〈の場

合，そこには，当の研究者の全人格的といえるほどの緊張した努力が投入されて

いる。このような意味で，学問研究が，それ自体，人間ρ ひとつわ活動で彦、り．

しかも人間σ可能動性の，ぎわめて高い水準におけるひとつわ表われであ Zらとと

は，いうまでも庁いロしかし，われわれは，学聞の社会的意義という場合には，

学問研究のこのような側面を挙げるだけで村，なお十分で日たいと考えあ。

いう支で令なく，学問研究がその名に値するものであるためには，ぞれは

単に自己満足的な知的活動にとどまっていては trらず， しかあベぎ科学の基準

をみたし，さらに，すでに述べたこの報告小立場からすれば， 「現実総体の理

性的認識」の発展の一環を構成するものでがあことが必要である。これは，学

問研究それ自体の資格要件である。しかし・学聞の社会的意義という場合に Lお

さらに， 「現実総体の理性的認識 Jを「人間実践の総体 Jer.ー契機としてとら

えるという杭点が必要であろう。そして，このもっとも基磁的な杭点に立っと

き， 「現実総体の理性的認識 Jは，人類の全体としての発展ないし福祉という

見地からの意味づけと評価を受け取るととに在るであろう。われわれは，学聞の

社会的意義とは，根本酌には，この見地から見た学問の意義であると考えるの

である。

( 1 ）公共性
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上の主張において，われわれは，人類全体に対する有用性を学問研究の社会

的意義を評価する際の最上位の基準においている。これは，大学における研究

が，人類社会のより部分的な単位，すなわち，特定の国民，特定の国家機関，

特定の企業，特定の政治団体などにとって有用で忘ることを妨げるものではな

し、。

しかし，大学にお、ける研究が部分的左単位の利益K排他的に仕えることは，上の基

準と非両立的であり，排除されねばならない 0.この要請は， 「大学における伽

究の特徴」の中小「公共性」のところで述べた公開性保持の要請と照応しあう

ものであって，大学が保持するベぎ公共性のもう一つの側面である。いま述べ

た意味においても大学は，公共民！な機関でなければならないのである。

(2) 人類の福祉

次に，われわれは，人類全体の福祉の向上を，いわば究極小目的においてい

ることになるが，それでは，人類F福祉とは何であろうか。またそれが向上す

るとはどういうことであろうか。

このようか問題は，多分に今後の解明と明細化に対して聞かれており，ここ

で体系的か形で答を述べることはできたいし，かりに体系的に述べるとしても，

それがただ一つの答だとは主強しがたい。しかしながら，すべての個人の尊厳

と基本的人権が尊重されることが，人類の福祉という概念の不可欠の要件とし

て中心的な位置を占めなければからないということは，ほぽ確実であると思わ

れる。さらに，これは，他からの侵害に対して守られるという，いわば法律的

た権利の次元にのみとどめられるべぎではなく，より積極的に，各人の潜在的可

能性の自由で全面的な，個性的で去ると同時に人類の一員としてF普遍性を持

った発展が，保障されてゆかなければならないであろう。われわれは，このよ

うな価値判断を，第 5章の教育論の基礎にもおいているのである。そして，こ

小ような考え方からすれば，たとえば生産力の発展ということは，それ自体と

して人類の福祉の向上の一つの基礎的な条件ではあるiナれども，適切な補完的

条件が見いだされ，満たされなければ，人類の全部または一部の不幸をもたら

す可能性もあり，人類小福祉の向上と等価ではないことに注意しておきたい。

(3）有用性と迂回性

われわれは，学問研究が，現実の認識の豊富化と深化としてそれ自体で持つ
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意義にとどまらない社会的な意義を主張しうるとすれば，その根拠は．人類の

福祉の向上に資するという意味での一種の有用性己あると考えている科と

の有用性は，いままでにも触れたように，広く人類に対するものであり，また

究極的た役立ちの問題であって，狭い意味での実用性の問題ではない。

純粋に知的な興味のみに基づいて行なわれた研究，あるいはほとんど遊戯の

ような趣を持った研究が，のちに，思いがけない学問分野で力を発揮すること

がしばしばある。このことが物語るように，一つの研究成果とその技及効果と

の客観的なつながりという点でも，すでに学問研究とそれ有用性との関係とい

う問題は単純ではないし，さらに研究者個々人の動機と研究成果およびその浪

及効果との関係の問題は，一層複雑である。むしろ迂回性ということを学問研

究の役立ちの本質的か属性として把握して京くことが重要であろう。

研究小中にはh そのときどぎの社会の一部分もしくは圧倒的た都升から，単

に無用と見られるにとどまらず，反社会的で有害であるとさえ思われ，批判や

迫害をこうむるが，より長期的か観点から見れば，学問や社会を前進させるも

Fで渉ることが明らかになるものもああ。迂回性ということには，このような

場合も含まれる。

(4) 実践性と自律性

学問研究の有用性と迂回性という問題をいま少し別の角度から考察してお、

こう。本来，認識というもわは，人間が環境との間で営む相互作用の一つの契

機であり，それ自体一つの活動であるとともに，行動と有機的な連関にあること

は確かである。科学的探究というもわは，この認識の活動の一部が相対的に自

立してきたものとして見ることがでぎるであろう。こうして，学問研究は，二，

つの面を持っている。一つは，それが本来，人類の実践に根を持っているとい

う面である。もう一つIi:，それが学問ないし科学として成り立つためには，研

究・の内的過程が自律的になっていなければならないという面である。すなわち，

研究は，まず，やや図式的にいえば，ある仮設的前提から暫定的結論を導き，

これを検証にかけ，確証されるかもしくは反証されるかに応じて最初の前提を

確認した上で一般化しもしくは修正し，新たな暫定的結論を導くという形をと

るが，この過程のどこにおいても，好悪小感情や剰害関係が介入して手続や結

果をゆがめてはならないのであって，このような自律性が守られてはじめて，
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研究は，科学的探究として成立し，神話的説明や独断的な教義や便宜的な方向

づけとは異な司た，より普遍的でより確かな認識を保証し，長期的には，人類

にとってより豊かな実りをもたらしうる伊で去る。

いま述べたことは，個々の研究の過程の形式的t. .r側面に焦点をおいたもので

あるが，さらに内容的な側面にも注目し，また個々の研究小聞の相互関係をも

視野に入れて，学問研究わ発展P構造を全体として考えることにより，自律性

の要請を一層全面的に基礎づけることができる。すなわち，学問断究の発展は，

必然、的に，自由で多阪な着想，相異なる学説や対立する見解ゎ発生と共存，お

よび理論のより高い次元への発展と真実への一層小接近という形におけるこれ

らの相違や対立の克服を内包するものである 0 ・したがって，きまぎまな学説の

自由な形成と共存，活発な学問的相互換討，およびそ，れを通じて学問的に対立

を克服しようとする努力が保証され促進され，同時に学問外小要素による恋意

的t.r裁断が防がれることによってはじめて，学問研究は，独善や偏見に陥るこ

とを避けつつ，生き生きと内容豊かに発展することができるのである。

社会との関連における学問研究のあり方を問題にする際には，ここに述べた

二つの面に対してそれぞれ的確か考慮を払わなければならないであろう。

(5）重層性

学問研究の有用性と迂回性という問題についてさらに介析を進めると，学問

が重層的た構造を持ったものとして展開してきているという事実がある。西津

古典研究やサンスクリット研究のように見るからに実用性から遠く思われる学

問分野もあれば，工学や教育学のように大学の外における実践とのつながりを

断ち切がば形骸化する恐れがかなり明白な学問介野もある。立ち入って介析す

れば．どの分野にも，方法論的で反省的な性格の強い部分と実践や技術との距

離の近い部分とが観察されるであろう。学聞は，このような両部介相互の絶え

ぎあ安互作用を前提とした重層的構造を持つ一つの全体としての姿において，

人類にとって最も大きな意味を持っていると思われる。大学の外における実践

からの距離の比較的速い部分と近い部分とのいずれか一方だけにかたよるなら

ば，長い目で見て，学問が人類にとって最も実り豊かであるような姿において

発展することが妨げられることにかるで忌ろう。

(6) 学問研究の究極的意義と研究者の主体的責任
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いままで学問研究の社会的意義について幾つかの側面から論じてぎたが，ひ

るがえって考えてみるとき，果たして学問研究は，本当に人類にとって究極に

おいて有用であるのだろうか。

たとえば，人聞の感情を制御する物質や技術が近い将来に利用可能になりそ

うなことや，生命を合成する可能性がうんぬんさかている事実などを考え合わ

せると，このような問題口，十分，根拠を持つだけでなく，日を追って切実か問

匙になってくるように思われあ。「人間にとって学問とは何か Jという根本

的な問題をここで全面的に解きほぐすことはできないし，むしろこのような問

題は，今後の課題として提起しておくにとどめ Qのが適当で広ろう。ただ，研

究者の主体的責任という角度ーから見て，われわれは，現在次のように考えてい

る。

，学問研究の発展は，人類の福祉の向上にとって，やはり一つの基本的な条件

であると思われる。たとえ学聞の前綜における一つの突破が深刻か倫理的問題

を生み出す恐れがあるにしても，この問題に対して再び学問的な知性と方法す

動員して立ち向うことが，最も実りのある道で渉あように思われる。ただ，こ

のようた取組みは，必ずしも自然発生的には生まれないであろう。総じて学聞

が人類に対して持、うる意義を全面的に実現してゆくことは，自動伊lにはでき

、ないであろう。

したがって，この意義を積極的に実現して昨くためには，学問研究と社会と

の関係のあり方について，また同時に学問内部小あり方について，絶えず検討

を加え，より正しいと思われる方向に変えてゆくことが必要であろう。もとよ

り，これは大学内部の研究者だけ小手によってできることではかい。大学外小

人々との適切な相互批判と協力の関係が必要である。このような問題について，

必らためて，います ζ し詳細K考察する ζーとにしよう。

2-2-2 研究と社会との関係をめぐる諸問題

これまでのところでは，大学における研究あるいは一般に学問研究の社会的

意義について考察した。われわれは，学問研究の社会的意義を人類の福祉への

寄与によって許価するという立場をとり，また全体として学問は木類に対して

査かな意義を持、うあと考えるのであるが，同時に，これは潜在的な可能性で

あって，必ずしも無条件には実現しないものと考えている。
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そとで，さらに論す進めて，研究と社会との関係について問題の所在を分析

し，研究のふり方を検討することが必要となる。

もとよりこの作業は，ここで簡単に済ませうるようなものではなく，多数の

研究者ならびに市民の聞で不断に研究と討論が行なわれてゆくことを必要とす

る。今後に行なわれあべきこのような作業のための一つの素材として，以下に

若干の整理を試みる。

2-2-2-1 現代の研究をめぐる状況

学問研究の成果は，それ自体で，人類の蓄積してきた理性的認識の総体に対

する新たな寄与をなすものではあるが，人類の福祉との関連においては，良く

も悪しくも働く可能性があり，しかも一つ一つの成果だけを取り上げても直ち

に・評価しがたい場合が多い。そして，成果の用いられ方ああいは研究の機能の仕

方によっては，きわめて大きな脅威ないし弊害をももたらしうるのである．との

よう。な関係は，いつの時代にもある程度は当てはまるであろうが，現代におい

てはとりわけ顕著になっており，しかもそれが内包している問題円かつてなく

深刻で・ある。特徴民1な幾つかの事態を素描してみよう。

( 1 ) 核兵器の例が物語るように， T系列の科学酎r探究およびこれをめぐって展

開される技術体系F直接・間接の効果が著しく大規模になっており，しがも破

波自f,，な災厄をも内包するものになっている。

(2) 常識的には，原理的な探究の部面は社会と無関係であり，応用小部面にお

いてはじめて社会的な種々の問題が生じるというように考えられがちであるが，

むしろ学問小最も原理的で基礎的な，あるいは抽象的な部面における発展自体

が，しばしば，新しい物質や機械や社会的制度・方策などを生み出す直接の契

機とかり，自然ぞ社会に対して多大の影響を及ぼす可能性を内包しているので

ぷる。これは，一面においては，特に基礎的な部面における学問研究が大ぎな

積極的意義を持つことの一つの根拠になるものであるが，他面では，両刃の剣

のように種々の問題をも含むものである。核反応や生命現象の研究，高分子化

合物の創造，電子計算機と情報処理体系の開発，社会心理の研究等々を思いつ

くままに列挙してみても，現代においては，学問研究のこのような性格は，ー

層著しく現われてきているように思われる。

(3) 学問研究の成果は，多くの場合やがて技術の面に生かされ，生産性宏高め
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る。同時に，これは個々の企業の下では，その企業の競争力を増す要因となも

このような回路は以前から存在していたが． 1 9世紀の初めには，学問研究と

現場における技術の開発とは，直接的には安渉の疎遠なこつの過程であったと

思われる。だが，いまでは，多くの資金と人員を投じて不断に研究を推し進め

ることが，絶えず技術的改良を生み出し，固または企業小競争上の地位を高め

るための有力な手段であるという意識が強まり，客観的か関連としても，学問

と技術との距離あるいは学問と国や企業の競争過程との陸離は，はなはだ近く

なっている。

これを別の面から見れば，それだけ，学問研究が象牙の塔の中の仕事である

という性格を薄め，社会の中の労働としての性格を濃くしたのである。

(4) 学問研究の有用性が重要視されるに至ったことと，学同研究自体が多くの

分野で大規模な設備・資金・人員守必要とするに至ったこととが結び付いて，

動究における計画性や組織性が強まっている。また，この計画や組織化の過程

で，政府や産業界その他の諸団体などと接触することが多くなっている。

(5) しかしながら，固または企業の競争上の利益追求という観点が学問研究を

推進もしくは組織する一つの主導的な要因となってくるとぎ，次のような点に

留意することが必要であろう。このような観点からする有用性は，必ずしも前

小小節で念頭においていた普通的で長期的な意味における有用性と同じもので

はかい。むしろ，しばしば短期的な刺益や部分的tr刺益が優先しがちで渉る。

そのため， d このような傾向にただ単に受動的に従う場合には，学問の構造上品

るいは人類の福祉にとって究極酌にぎわめて重要と思われる分野の研究が著し

く手薄になることも起こりえ， また，たとえば公害の場合に見られるように，

応用に当って波及効果に対する適切な配慮を失ぎ，大きな弊害を生じるという

ようなことも起こりうるのである。

学問はもともと社会の中小存在であるが，以上わような諸要因が組み合わさ

ることによって，現代においては，著しくその実社会性とでもいうべきも小が

強まった。一方においては，その有用性が， しばしば一面的に強調され鄭待さ

れるとともに，他方においては，学問研究そのものに対する不信の念も不断にか

もし出されている。第 5掌で見るように，大学教育を典型としておよそ教育の

根幹には学問研究があるから，このような状況は，ひとり現在の研究者だけの
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問題ではなく，次の世代金体の文化にかかわる問題でもある0

2-2-2-2 社会との関係における研究のあり方

上に述べだような状況の中で学問研究に対する信頼を絶えず回復し，学問研

究が潜在的な可能性として持っている人類に対する豊かな意義を積極的に実現

してゆくためには，学問研究と社会との関係のあり方について，絶えず検討を

加えてゆかなければならない。学聞は重層的な構造を持ったものとして社会F

中に位置を占めているから，これは， とりもなおさず，学問内部のあり方に三

い『て検討を加えることでもある。ここでは，今後多くの人の手によって行なわ

れるべきそのような作業の一助として，これまでのところで導入した学問研究

に関する諸規定から幾つかの要請を導いておこう。

{1）自律性

われわれは，研究の理念を「真理の探究」であるとした。研究が真理の探究

であるための第 1の基本的な要件は，それが一つの科学的探究として成立し，

前に述べた自律性をそなえていることである。したがって，研究過程の自律性を

守ることが，われわれに課きれる最初小要請である。

これは特権や独善の擁護ではなく，科学的探究初説得力を保障し， またその

z 最も生き生きとした柔軟な発展を保障するための要請なのである。したがって，

学聞の自律性にとって警戒するべき対象は，大学の外にのみあるとは限らない。

たとえば，研究者の強い自己主張は，独断的・閉鎖的教義の形で作用する場合

には，理論をさまざまな角度から吟味し内容量かなものとして発展させること

の妨げになるであろう。ここで最も肝要なことは，知的寛容と自由の空気を積

極的にっくり出すことにある。

(2）総合性

社会と学問との接点において生じてくる問題は，必ずしも在来からの個別科

学の内部的な動きによって自然に研究対象として浮かび上ってくるものではな

く，また個別科学の内部だけで処理し切れるものでもないであろう。われわれ

は，之のことを直覚的に察知しているために，しばしば，「社会的波及効果ま

でいちいち考慮していたのではとても研究は進められない。そういった問題は

i政治家か宗教家の主題であろう。 Jというような分業の論理で問組を回避しよ

うとするのである。確かに，社会と学問との接点において生じてくる問題は，
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個々の研究者の心構えの問題だけでは解消でき左い客観的左問題であり， また

上に述べたように， しばしば個別科学の在来の枠をはみ出る問題である。 しか

し在がら， 研究者の積極的姿勢は， との場合にも必要である。 とのよう左問題

の解決は， 他分野の研究者， 専門家さらには一般市民との適切左協同を要請す

るととが少左く左いであろうが， それによって， 学問の総合性の実現が期待さ

れうる場合もあろう。 ζれは， 今日必要と考えられる学問の総合性の新た左水
準に卦ける回復の唯一の通路ではないにしても， ひとつの重要左通路であろう。

その際， 研究者は， みずからの専門知識のみ左らず， 物事を木質的に理解し批

判しうる力によって， 積甑的役割を果たすととが要請されるであろう。

(3）公 共 性
学問研究（＇：：t， 現実総体の認識に寄与することによって， 研究それ自体として

の，E義を獲得し， 人間の活動の場にないて社会的意味づけと新た左問題提起を
受け取る。 大学の外の人間活動の場にかいてはじめて検証されたり有効性を発

揮したりするよう左学問分野も少なく在い。 ところで， われわれの社会では人

間活動の， とりわけ生産の基幹的左部分が企業vc .:b－－ いて行なわれている の であ

るが， 企業の活動に沿いては私的採算性の考膚が規定的であれ それは， 情報

の非公開性というよう左傾向を伴っている。 とのよう左性質は， 私企業に典型

的なものではあるが， 公企業や他の公共機関にも少左からず入り込んでいると

とが見いだされる。 したがって， 現実の人間活動と接触しつつ大学の研 究 者と

して研究を遂行しようとする際には， さきに公開性と普遍的で長期的左有用性

というニつの面から規定してないた公共性の要請は， 微妙、左緊張関係になかれ

るととに左る。 いわゆる。「産学協同J等はとれに関連する問題である。 以下と

の問題について述べる。

ま ず根本的左態度であるが， すでに述べたよう左学問研究と他の人間活動と

の閣に成立している認識と実践の循環から見て， 大学 の研究者が大学の外の現

場と接触を持つことは避けられ左いし， 場合によっては積極的に進められるべ ・

きである。 そ してその際， 上の段落の後半で述べた事情に照らして， 絶えざる

研究者の緊張が保持されるべきである。
より具体的左次元では， どのような基準に留意し左け ればをらないであろう

か。第1 VC挙げられるのは， 研究左らびに教育の自主性を保持するという要請であ
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る。これは，しかし，形式的な決定権の所在という問題にのみ還元するならば，

形骸化する恐れがあるだろう。大学の任務に照らして考えるという内容的な裏

付けが重要なのである。ただ現実には，ある研究ないし教育の有用性が真に普

遍的なものであるか，それとも特定の単位にのみ益するものであるかというよ

うな判断がすこぶる困難な場合が多いことは否定できない。したがって，研究

と教育における自主性の問題は，単に個々の研究者の心構えにのみ解消される

べぎではなく，広く研究者がその解決に不断の検討と努力を重ねることが必要

である。

次に，大学の外の諸機関と協同して研究を行なう際に，公表が制限されるこ

とがあるとすれば，それは直接にわれわれわ公共性の要請に抵触する。大学に

おける研究者が保持するべき諸基準の中で，公開性ということは，きわめて重

要な位置を占めるであろう。だが，公開ということは，それによ勺て軍事利用

などがかえって促進されたり，差し当つては特定の単位にのみ有利に利用され

たりするという面をも伴っていることに注意しておかなければならない。した

がって，公表制限を受けてい在いからといって，問題がないわけではない。

以上，ここで主題とした事柄は，いわゆる産学協同と関連して問題にされる

ことが多いが，主眼は公共性という基準の保持にあるから，企業との関係のみ

ならず，官公庁その他の諸国体との関係においても，同様の問題が生じうるこ

とに注意しておきたい。

以上述べたことは，いずれにせよ暫定的な整理に過ぎない。この問題は複雑

多触であって，今後一層の系統的で具体的な研究が行なわれることが必要であ

る。

(4) 学問のあり方の研究

この前のところで扱ったような問題のみならず，この節で取り上げてきたす

べての問題は，このような委員会肝このような報告で分析し尽す ζ とは到底

望めない種類の問題である。しかも問題の重要性にかんがみれば，これにかか

わるような諸問題をそのときどきの政治的解決にのみゆだねることも，大学に

ふさわしいあり方ではないように思われる－。一つの考え方として， 「研究の社

会学 Jとでもいうべき主題をめぐる総合研究に大学の力の一部を傾注すること

が考えられ，またそのような伽究と相互に補強し合うようなものとして， 「学’
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聞についてわ科学」の研究をも促進することが考えられることを指摘しておき

たい。
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第5章 大学におりる教育

3-. l 大学における教育の理念

3-1-1 学校教育の意義と大学教育の位置づけ

大学における教育のあり方を考えるに当って， まず「教育とは何か。 J，「教

育は何のために行なわれるのか。 」という基本酌な命題にぶつかる。 この命題

をつきつめてゆくと， 結局のところ各人の世界観につながる問題となり，統一

的な解答を与えることはきわめて困難でもあり， また， 規定してしまうべきで

ないとする考え方もある。 しかし， 少なくとも教育とは人聞の発展 ・成長を援

助しようとして意識的に働きか ける活動であることは確かであろう。 この働ぎ

かけを受けつつ発展・成長を遂げ， 人間形成を行なってゆく主体は， 教育を受

ける個人個人である。 したがって， 教育に当つては， それを受ける個人個人に，

自発的な人間形成への意欲 が まず基調として存在していることが必要であろう。

もちろん幼少期にあってり， みずから教育を受けようという積極的な意欲は示

きないかもしれないが， いかなる場合においても， 本人に全くその意志がない

ならば， もはや教育ということはありえないであろう。

それならば， 個人の発展 ・ 成長とは， いかなることを意味するのであろうか。

人聞は個人のみで生きあものではなく， 人類の歴史の流れの中で、現実社会の一

員として生きてゆくものである。 このことから， 社会の 一員として， 人類社会

全体の福祉・発展にいかに寄与しうるかどうかが， 他人個人の成長 ・発展に対

する， 少なくとも一つの尺度にな不といえよう。 すなわち， 教育は， 本来， 個

人個人の持つ可能性事 ’ ひき出し， 人間性の全面的発展をはかるものではま1るが，

同時に， 究極的には人類全体の可能性を追求し， 社会全体わ発展につな がると

いう意義をもあわせ持っているといえよう。 もとより， このような人間形成は，

生涯を通じ， あらゆる機会において行なわれるべきものである。家長における

教育， 社会における教育， 学校における教育は， いずれもそ小部分を担当して

いる。

それならば， そのうちで学校教育が特に分担しているところは何であろうか。

これは， あくまで知的教育が主体をなすものであろう。 しかし， 知的教育のみ
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に完全に偏するものではなく，人間性の全面的発展が意図されねばならない。

学校教育の特徴わーっは，精神的，身体的両面において成長段階をほぼ等しく

する者の集まりに対して行なわれるところにある。すなわお，個人個人の自発

的な人間形成への努力だけではなく，学友や先輩との接触にょうて相互に啓発

し合える機会を有することは大きな刑点で志ろう。このような利点を背景とし

て，教育者集団による訓練と援助とが一層効果的に行なわれるので忘る。

きて，大学における教育が，このような学校教育体系における最終段階とし

て単純に規定されるべきものかどうかは，大いに議論が分かれるところで歩ろ

う。たとえば，現行の高等学校以下の生徒 ＜ pupil ) と大学の学生 （s tu-

dent)とは，区別される理由が去るだろうか。大学における教育は，常に研究

伊行なわれていあ場において，研究め第一線にある者との直接的接触を媒介と

して行trわれる必要があるとされる根拠はどこにあるのかなどの疑問が感ぜら

れる。大学教育において期待される自発的勉学意欲，独創性の開発，総合的判

断力や科学的実証精神の養成などは，初等・中等教育においても当然、望まれる

ところであって，本質酎1には連続酎1t.rもわとしてとらえる小が適当であろう。

ただし，大学教育においては，次小節で述べるような特徴があり，初等ないし

中等教育とはかなり異質と思われる要素を含んでいることは否定できない。

:S-1-2 丈学教育の特徴

大学は，人類の文化遺産と目される学聞を継承し，さらにそれを創造的に発

展させ，それを通じて人聞の可能性を追究し，究極において，人類全体の福祉，

社会全体の発展に寄与するという役割令担っている機関であり，この役割を果

たすために，大学では研究と教育とが行なわれていると考えられあ。

学問は常に進歩するものであることが期待されており，実際，今自の学問知

識は明日には批判を受けて新しい学問知識へと生まれ変ってゆくことさえぶる。

過去からの文化遺産の継承は，そのこと自体が目的ではなやそれを基盤とし

て新たな展開，創造をはかるための手段であろう。したがって，既成の学問知

識が無批判的に受け継がれてゆくのではなく，学生はそのような学問知識を，

それがいかにして創造され，いかにして体系化されてきたかという研究過程な

らびに研究方法とともに学びとることが必要であり，このことは，研究が実際

に行なわれている場において，研究しつつある教師と接することによって最も
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有効に達成されるものである。さらに，その伝達・継承の過程を通じて科学的

実証精神や総合的判断力がつちかわれ，創造的ならびに応用的能力の育つこと

が強く期待きれており，特に知酌創造力の開発は，研究活動、にみずから直接取

り組むことによって一層充実されるものである。このことから，大学における

教育の特徴の第 1として，教育は研究と不可分の関係にあり，絶対に遊離して

はならないことが挙げられよう。

第 2の特徴は，学聞を志す学生に対するその道の先輩たる教員による知的訓

練という性格が強い点であろう。

大学においては，初等ないし中等教育とは異なり，学生の自発的な勉学に任

せる方がよいという考え方や教員がみずから研究した結果を教授すれば足りる

という意見もあり，これらはいずれも大学における教育について一面の真理を

ついている。

大学においては，特に学生の自発的勉学意欲が原動力とならなければならな

いが，それかとい勺て，いたずらにその意欲の発現を待っているととは許され左いで

あろうbやはり学生に対し学問への情熱を引き起こすように働きかけることは，

学問の道の先輩としての教員の責務であろう。また単に自分で研究して得た成

果だけではなく，研究の過程および学問体系における位置づけも理解で含るよ

うに配慮ーすることが必要であろう。

いずれにしても，それぞれの分野における学問の最先端に迫りうる能力がそ

なわるように，研究活動の現場と結びつき，常に学聞の第一様にあらんとする

者との直接的な接触を通じて，知性の錬磨の行なわれることが必要であろう。

との際，教員と学生との閣には，個々の知識の授受が行なわれるだけでは

なく，両者の問題意識や学問像その他主体的もしくは人格的な諸要素について

も，。専問の学問を中心にしつつ意識的・無意識的に相互作用が行なわれるはず

で、あり，研究者である教員と学生とのこうした接触を確保することは，重要な

意味をもつのである。

3-2 大学教育における専門性と総合性

3-2-l 専門性の要請

さきに，大学教育の特徴として，それが研究と不可分の関係にあることなら
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びに学聞の道の先輩による後輩K対する知性の錬磨という性格が強いととを挙げた．と

むζと仏大学における教育が学聞を通して行なわれることに基づくともいえよ

う。さきに述べたように，学問には専門性が必須であり，専門深化なくして学

問はありえ左いのであるから，それを反映して，大学教育において専門性の要請

されるのは当然であるが，さらに敷桁すれば，次小ようなことを挙げることが

できょう。

( 1) 大学において学聞をしたことによって獲得した知識能力が，将来，社会に

おいて，みずからの志向するなんらかの形で発揮されることは，みずからのた

めにも，また広く人類社会のためにも強く望まれるところである。このことは，

各人が広い視野や見識と共に，それぞれ能動的な個性をそなえていることの重

要性を表わすものである。将来，研究活動を含め特定の専門職業活動を行なう

には，なお専門家として小訓練を必要とするにしても，基本的には自力でその

も活動を展開できるだけの能力を身につけていることが期待される。

(2) 今日の広大な認識の体系を，たとえ基礎的なものに限定したとしても，全

面的に占有することは不可能でぶる。特に学生にあっては，時間的要素を考慮

に入れると，あまりにも広〈各種の方向に力を分散したのでは，必然的に，表

面的初歩的な段階にとどまらざるをえ左くなる可能性が高く，したがって，学

習するべき分野をある程度まで限定することによって，本質的なところにまで

徹底して認識することができる。

(3) 大学における専門教育は，学問研究の本性からも正しく位置づけられる必

要があろう。学問研究において，「現実総体の本質的認識 Jlt I 個別専門研究

とその具体的経験を通じてこそ真に深められるものであり，また，専門研究は，

総合的認識への絶えざる追究を通じて，正しく位置づけられ，大きな発展の契

機が与えられることが期待される。このことは教育の場においても当てはまる

ことであり，大学教育の全過程を通じて，専門性と総合性の両面が相補的に結

合され，らせん的に学習が深められてゆくべきものと考えられる。

3-2-2 総合性の要請

学問研究が， 真理の探究，現実総体σj本質的認識にあり，これが継承され

て人類文化の発展につながるのであるから，学問研究が一方的に完析的方向の

みをたどり専門知識の断片化をきたすことは健全な発展とはいえないであろう。
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全体像をとらえようとする総合化への努力が伴ってはじめて学問の新たな次元

への展開がもたらされ，ひいては，すべての人間をより人間らしい存在へと引

き上げることに寄与しうるものであろう。

学問の本質がここにある以上，学生にとって，専門知識の政収だけでは不十

分であって，他の学問領域との相互理解をはかり，総合的な観点から体系的な認

識を深める必要があろう凸

このことは，単に将来続けて学問の道を歩む者のみに要求されるのではなく，

他の職業を選んだ者にも，総合的観点に立って体系的認識を深めることは，強

〈期待されるところである。それでは，大学教育において，この総合性は，い

かにして実現されるものであろうか。

そのーっとして，学生みずからが，自己の専門として選んだ分野の学聞を深

化させるとともに，他の学問分野についても積極的に学習することを志し，それ

ぞれの学問分野におけあ思考の進め方を理解して，みずからの手で総合化をは

かる方法があろう。

これには，専門外の学生に対するものとして特別に用意された初歩的・概論的

在一般教育科目のみを課するのでは左くて，たとえ，部分的ではあっても，他の専門

分野の学聞を宏、す学生と，本質的には同一水準とみなされる程度まで，深〈突

っ込んだ学習を行なわせることが望ましいと思われる。

専門外の科目を学ぶことによって，自己の専門分野に新たな展開小契機を得

る可能性も生じ，境界領域の学聞を創成しうる端緒ともなろう。

以上の立場を学習者による教育の総合化とすれば，いま一つは，これを補完

するように教育者の側から，意図的に教育における総合性の実現をはかる方法

である。この際には，次のような点に留意しなければならない。

この報告では，もともと，研究の理念を現実総体の認識であるとして，研究

自体において普遍化と総合の契機を重視してきた。さらに，この章の大学教育

の特徴のところで・述べ，また，このあとでも重ねて強調するように，大学にお

ける教育は，研究の過程や成果を密接に反映し，学生の研究的な能力をつちか

うという意味で，研究と不可分のものであるべきである。したがって，教育に

おける総合性の実現のためには，まず研究面における総合性の実現をはかるべ

きであろう。
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3-3 大学における教育と研究との関係

3-3-1＇学生にとっての研究的要素の意義

さきに，大学教育の特徴のーっとして，研究と不可分の関係になければなら

ないことを述べた。その理由は，大学卒業者たる者は，すべて研究者的要素を

身につけていることが期待されるからである。すなわち，将来，研究者たるこ

とをめざす者もあれば，研究者以外の専門職業人としての道をたどる者もいる

が，たとえ実社会においてどのような方向を選んだとしても，常に要望される

のは，過去からの集積としての現時点における知識小吸収だけではかしむし

ろそれを土台として今後生まれ出るであろう新しい知識を吸収し，展開し，活用

しうる能力，さらにはそのような知識を生み出し，体系化しうる能力である0

3・_ 3 -2 研究者にとっての教育の意義

大学の教員は，研究者でなければならないが，それとともに教育者である必要

がある。もちろん，このことは，常に研究と教育とに並行的に従事 Lているこ

とを意味するものではなく，ある時期には研究に世頭することもあり，逆に教

育に専念することもあろう。このような各教員の研究・教育の両面における時

間酌配分は，流動的に変化するべきものであ’って，画一的に規定することは好

ましくない。しかし，大学全体として見た場合に，研究機能と教育機能とが平

衡を保って統一的に発揮されねばならないから，各専門分野ごとに各教員の状

況を弾力的に考慮した上で，全体としての最適調和点を保つように配慮される

必要があろう。

そうであるならば，研究者が教育に携わることには，どのような意義が認め

られるのであろうか。これにつ心ては，次のような意見が挙げられている。

( 1 ) 大学における研究小成果は，通常，次のこつの方式によって伝達され，批

判を受けつつ，人類社会全体の福祉発展への寄与につながる。その第 1は，論

文などの形で広く世界に公表されるものであって，伝達を受ける者が特に定ま

っていない点に特徴がある。すなわち，研究した者が，その受け取られ方に

対し積極的に働まかけることはでぎず，そのまま受け取られるかどうかの保証

さえもないが，その反面，時間的ならびじ空間的な制限を受けることもない。

これに対し，第 2は，研究者から直接的に学生へと伝達されるものであって，

伝達を受ける者の理解の程度を確かめつつ，また批判を受けつつ行なえる点に
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特徴がある。

研究者として，その研究の成果が伝達され，さらに発展し活用されることは

当然期待しているはずであり，また期待するべきものであって，研究者みずか

らが，積極的にその期待の実現をはかりうる方法として，第 2の方法すなわち

教育に関与することは，積極的意義を持つものといえよう。

(2）研究は，多くの場合，それだけでは完結してしまうものではなく，同世代

はもちろんのこと，次の世代の人々によっても批判を伴いつつ発展きせられて

ゆくものである。また，研究の結果は，発表された直後だけでなく，朱来にお

いて検証を受けることも多い。したがって，研究の持続的発展という見地から，

研究結果す検証し，さらに発展させうる能力を持った人h を養成することは，

研究者として必要な活動といえる。

(3) 既成の概念にとらわれない学生からの批判が得られる。専門家の間では，

きわめて当然のこととして疑問さえもいだかれたい事柄であっても，学生にと

っては批判の対象となり，これが教員に対し新しい観点に立つ展開のいとぐち

を与えることがある。

(4) 研究は必然的に特定め狭い領域の中で深化しがちであり，ややもすれば全

体像を見失なう恐れがないとはいえない。ところが教育に携わることによって，

積極的にその個別研究の意義や位置づけを認識する必要が生じ，研究の正しい

発展に寄与しうる。

これに対し，研究者が教育に携わることによって生ずる問題として，次のよ

うな点を考慮しておく必要があろう。

(1）教育に当つては．学聞の最先端に属する事柄が最初から十分に理解される

とは期待しにくいので，それに至る道程を，ある程度初歩的なものから高度な

ところまで順序立てて教授してゆく必要があり．そのため，みずから研究して

得た最高水準加事柄を教授できるのはごく部分的にとどまり，むしろ大部分は，

研究の推進とは直接関係小乏しい基礎的な事柄の伝達にならざるをえないので，

時間的に研究を阻害することになる恐れがある。このことは、低年次の学生の

教育に携わるときに，特に顕著に現われる。

(2）教育上必要であるという理由から，あらゆる分野の研究者を一つの大学の

教員として集めることは不可能であり，たとえ他大学との聞で相互援助が行な
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われたとしても，各教員の教育するべき内容は，自己の専門とするところより

も広い範囲にたたらざるをえない。したがって，教育のための準備にかなりの

時聞を割愛する必要が生ずる。

(3) 研究者である以上，その最も得意と寸る領域に教育の重点をおくことは当

然、であるが，あまりにもこれが過ぎると，学生側では全体像をとらえることを

忘れ，個別的知識に備する恐れがある。

以上述べてきたように，研究者が教育に携わることには，大きな意義がある

反面，研究・教育のいずれもが不十分になるなど問題の起こる可能性も秘めて

いる。したがって，制度』やその運営ならびに関係者r心構えによって，利点が

発揮され，難点が克服されねばならないことを指摘しておきたい。

3-3-3 教育との閣連における研究のあり方

以上述べてきたととから当然帰結されることではあるが，ここであらため

て，大学における研究は，たとえ教育のためにという理由によっても，その独

自性を失なうべきではたいという点を指摘しておきたい。大学における研究は，

それが教育に反映されるのは当然、であるが，教育上必要性が薄いからとい勺て，

その方面の研究を制限したり，逆に教育上必要であるといって，その方面の研

究をするように強制するべきではなく，あくまでその独立性が保たれねばなら

ない。
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第 4 章 総合大学の意義

大学が総合大学の形態をとることの意義は，いかなるものであろうか。この

ことを，さきに見た大学の二つの主要な任務である研究と教育の角度から検討

した結果は，次のようなものである。

( 1) 大学l三おける研究は，さきに見たように，真理を探究し現実の総体的な認

識を深めるところにその理念、があるので，そこでは従来の専門分野のなわ振り

にとらわれず，絶えず新しい角度からの研究が行なわれねばならない。

今日の学問の専門分化は，人類の長い学問の歴史から生まれたものであり，

それは絶えず変化するのが当然、である。学問の大きな発展の中では，ある専門

分野の中心点が移動することもあり，他の領域に入り込むこともある。新しい

研究の発展が，他の分野からの衝撃によって切り開かれることもしばしばある。

特に学問の進歩の急速な時期には，原理的な学問と応用的な学問の交流，相

互援助ないし相互批判が，発展の重要な契機となる。

ーまた，人類社会のいろいろな側面に画期的な新しい問題が起こっているよう

な緊張した時代には，自然科学，人文科学，社会科学の問の研究上の協力と相

互批判が特に必要となる。

これらの理由から，学問研究にとって総合大学という形態の大学が発揮しう

る長所は少なくない。単に種々の学部や研究所が集まって一つの空間にあるだ

けでなく，相互に研究を交流して，総合大学の持っている潜在的可能性を積極

的に実現するべきである。

(2）第 5章でも述べたように，大学における教育の特徴は，ただ過去の知識の

集積を学生に伝えるのではなく，むしろ学生が創造的，批判的な意識を持って

学聞を習得するところにあり，したがって，研究方法を習得して将来に備える

ところに重点がある。このため，大学における教育は，特に研究活動の現場と

結びつかねばならない。そこでは，学生は単なる教師から教えられるのではな

く，研究者である教師から学び，さらには一緒に研究を推し進めるだめの第一

歩を踏み出すのである。大学の学生の中には，将来の研究の継承，発展を担当

する者の外に，卒業後社会に出て専門職業につく者も多数いるが，これらの学
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生もまた大学における研究態度をやがて実社会に生かすことができるだろう。

研究方法や研究態度を学んでおくことによって，将来現実の要請がどのよう

に変化しても｝学生時代の限られた習得知識や専門の範囲を越えて，与えられ

た課題に取り組みうる能力．弾力的な能力を持ちうるようになるであろう。し

かも狭い専門分野に限らないで他分野の研究方法にも接してお〈ことによって，

このような能力は一層高められるであろう。その意味で学生は，単に専攻の学

問だけでなく，その専攻分野を含む広い分野の学聞を総合的に習得することが

望ましい。総合的習得という意味は，単に種々の分野にわたって知識を広める

ことでなく，ややもすれば失われがちな科学の総合性についての認識を深める

ことである。したがって，このためには特に諸科学の総合的研究を，総合大学

がその長所を生かして推進し，その成果を伝達するような工夫が行なわれるこ

とが望ましい。

そのような伝達経路だけでなく，学生相互間の伝達の意味も軽視することは

できない。専攻分野を異にする学生の相互作用が大含くなるように，制度的に

も考慮が払われるべきであろう。

(3）研究と教育の両面から見て，総合大学は，以上のような積極的意味を持喧

ているが，もう一つの積極的意味として，総合大学と社会との関係の視点から

の評価があるoすなわち，総合大学においては，学聞の専門分野と社会とがす

ぐ短絡的に結びつくのではなく，専門分野は全体としての学聞を通じて社会と

関連すゐというような気風が生まれるだろう。たとえば，学問の自由のような

問題について，ともに学聞を研究し学ぶ者が，共通の同時代人的意識を持って，

社会と大学との関係に対処することの意義も少なくない。

(4） 以J::(1}(21 (3）に述ベたような点を実現するために，総合大学の理想的な

姿は，大学が共通して指向するべき積極的な意味を持っているが，既存の姿の

ままの総合大学が以上の点で長所を十分発揮できるという保証はない。既存の

大学ほ，いわば一定空間に宇都や研究所が集合しているに過ぎない含らいがあ

る。総合大学としての長所を発揮するためには，教員個人や学生個人の努力が

必要なだけでなく，大学全体として制度的にも工夫が加えられねばならない。

(5）最後に，総合大学の内容や規模についても注意するべき点がある。

すなわち，総合大学とは，自然、，人文，社会の 5分野を備え，総合的機能を
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発揮する大学を意味するが， しかし，総合大学であるからといって，あらゆる

専門分野を持つ必要はないということである。包含する分野が広ければ広い方

が良いとか，規模が大きいほど良いというような綱雄主義は，弊害を生む可能

性がある。各総合大学は，それぞれ特徴を持った学問を形成し，国全体として，

あるいは国際的水準での協力関係を考慮して，その中で個々の大学の特色を生

かすことを考えるべぎであろう。
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おわりに

以上，われわれの報告の第 I部は．大学の任務である研究と教育について基

礎的な分析を行ない，あるべき方向を考察した。さらに，それを受ける形にお

いて，総合大学の意義をも考察した。

およそいかなる大学改革も，またそれについての論議も，本来，大学の任務

である研究と教育についての考察から出発し，またそこへ帰るべきものである

はずである。この意味において，この報告で行なった考察は，直接の主題には

含めなか勺た問題についても，間接的には，基礎的な角度から照明を当てるこ

とに役立っているはずである。たとえば，自治の必要性とそのあり方について

の考察は．研究と教育の本質についての考察に基礎づけられるべきものである。

研究は，科学的探究として自律性を持勺ていなければならず，この自律性の内

容は科学的探究の発展の構造に即して理解きれるべきであり，相異なる学説や

見解の発生と共存，それらの問の活発な討論，そしてそれを媒介とする学問の

発展を内に含むものである。自治は，なによりもまず，このような発展が最も

豊富で生き生ぎとした仕方において行なわれることを確保い促進するための

ものとして理解され，保障されるべきである。そして，社会との聞の関係およ

び教育の部面についても，この基本的な理解と本文における研究と社会との関

係および教育に関する考察とが基礎になるべきであろう。

このような意味において，この第 I部は，大学の理念の中でも骨格をなすと

われわれが考える部分に関する報告であり，それは，われわれの報告の第 E部

および第E部の理念的な基礎となっている。
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第 E 部 大学の現状と問題点
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はじめに

さきの第I部で検討された「女学の任務jにひきつづき，とこでは大学の現

状について分析をすすめることにする。

とれは，第 I部に提示されたあるべき「った学の任務JK照らして，第E部の

「大学の未来句を構想するKあたり，その中間K位置するものであるa す左わち，

大学の現状がいかKあるか，そこに現われている諸現象のよって来たる原因は

何かを陪りさげ，現行制度や研究，教育の進められ方が定着するに至った経緯，

それと大学の任務とのかかわり，あるいはそれの背後にある考え左どを改めて

顧みることは，大学の将来を考えるにあたって欠かしえない重要性をもつで

あろう3

京都大学一大堂K限っても，この作業をつぶさにすべての分野にわたって，

かつ多種多様左問題について遂行するということは，時間的制約を除いても，

きわめて困難左課題といわねばなら左い。実際，現状分析の部会審議に辛子いて

も，あらゆる問題を網羅するというよりも，むしろ大学の任務や未来像の討議

と並行し左がら，それKついての各委員の問題意識K立脚しつつ，ある程度し

ぼられた問題の分析から出発することとなった。

ときにsその問題意識は，各委員が日常的K経験している現状の欠陥K対する

認識ゃあるいは日常の改善の努力と探く結ひ‘ついていることは事実である。し

たがって，そのととはまたとの現状分析が，委員の構成範囲左どからして卦の

ずから一定の限界をもたざるをえ左いことも意味する。

また第 I部の「大学の任務Jvcも述べられているように，本来大学K台ける

研究，教育，管理・運営は，不可分に関連した問題であるが，最終的左統一を

前提としつつも，主として教育と管理・運営については，それぞれ第 2，第 3

部会の審議によることとし，第 1部会は「主として研究の現状の検討を通じて

未来像をさぐる」ことと在った。しかし，当然のこととして，研究の状況の分

析を通じて進められてきた第 1部会の審議も，絶えず教育活動や研究者の自治

組紘，管理・違営の問題K直面することとなった。たとえば，第 1章で扱われ

る学部左どの区分の問題を論ずるにあたっても，問題を研究面Kしぼって，現
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時点での個々の研究の水準と密度を能率的K高めるという観点からのみそのあ

り方をとり上げるとすれば，とかく学聞がもつべき総体性，体系性，社会性左

どの重要左点を見合としたり，安易K教育や管理・運営の機能を機械的に切り

離すという危険K陥りやすい。これらの点K留意しつつも，さきにも述べたよ

うK，主として研究活動K治って進めらたとの現状分析は，教育や管理・運営

については，研究との特K強いかかわりのある場合Kとどめるという結果と左

った。

さらK大学の現状分析としては，当然大学の事務機構あるいは一般職員K関

する分析が，重要課題として含まれるべきであるが，それKついても，主とし

て研究の推進との関連kbいてのみ言及されるという取扱いとなっている D
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第 l章 学 部 な ど 大 学 の 組 織区分の現状と問題点

今日，大営改革の試みの中で，多くの大掌． 特 K総合大学の運営が，学部

在どの単位を基礎としてなされているととに議論の焦点があてられている。わ

れわれが検討に際して特 K留意したことは，大学運営のとの「区分Jの問題

は，大蛍の自治のあり方K深くかかわる問題であり．また教育，研究の根本的

なあり方につながる内容を含むものであるかち，その分析はつねK大学の任務，

理念K照らして慎重に行在われる必要があるという点であった。

1-1 学部制度などの現状の欠陥に対するーヲの視点

大学の運営にかける学部．研究所，教養部在どの区分については，それぞれ

に固有の問題が存在するが，それは｝］IJk論ずるとして，大学の専門研究の基捷

組織とされる学部，研究所の現状について，まずーっの素朴な批判として以下

a) ,b) ,c）の諸項K述べられるような点が問題とされよう。それはまた

実際乙の審議K卦いても，初期の段階K台いて提起された問題点であり，その

視点、の是非の検討や論拠に対する再批判は，節を改めて 1-2忙卦いて詳しく

行なうととにする。

a ）現在の学部は，その成立の歴史Kより差はあるにせよ，一般的Kきわめ

て異質在分野を含んでいるととが多く，ほとんど近縁関係のない教室の集合で

あったり，研究組織としての統一性K欠けるととがしばしばであるロ学部が大

きな介類Kよる学問分野の点からも異質なものを含んでいる場合Kは，学部に

研究組餓としての意義があるとは考えがたいし，また類似の研究が各学部，研

究所別代独立に行なわれているという非能率が指摘される。その一例としてた

とえば心理掌が挙げられる。それは，文学部，教育学部，教養部，人文科学研

究所在ど多数の部局K沿いて研究が行左われている。また，化学の分野なども

理主主部，工学部，農学部，薬学部，医学部，教養部等にわたっている口しかし，

少数の例外を除いて，それらの聞には密接な協力関係が見られず，かつまた同

一部局内kbいても，いくつかの研究クルーヲがあっても相互め関係は希薄な

場合が多い。とのような，多数の同一研究分野が非能率的K並存しているとい

う状況は学問的理由によるよりは，しばしば講座の増設や予算の獲得などの便
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宜上の措置としてもたらされた場合が多いが，現在ではとの問題の含む重大性

が十分認識もされない状況に立ち至っている。

以上のととと関連して，現在，講座や学科さらに部局をこえての共同研究や

境界領域の研究は，現実の要請K比しでもきわめて不満足左状況にある。それ

は制度としての部局の枠の存在が，たとえば同種の研究分野の研究者が，協同

して部局をとえて概算要求を行左うなどのことを閑離にしているという直接障

害のほかに，大学院制度などによる若手研究者の所属を雄れての自由な交流

が行なわれがたいことや，スタッフ陀ついても，定員の枠にきびしく縛られた

講座が研究とともK教育の単位でもあるととから，それK束縛されて，自由K

場所を変え末り，新たな研究K踏みだすととを困難Kしているなどの点が指摘

される。

b）っき：!t(学部などの区分の問題と教育とのかかわり Kついてつぎのよう左

点が問題とされる。まず専門教育課程について見るとき，従来それが「学部教

育Jと呼ばれるよう K，それぞれの学部が独立して責任を負う形で行左われて

きた。それは単に責任の形式を，各学部教授会が負うというととにとどまらず，

実質的忙も各学部教育は相互にほとんど独立する形で進められてきた。学生の

定員，入学，卒業の認定はもとより，力リキュラム陀ついても学部相互間の連

絡，調整はほとんど皆無K近い状況になかれてきた。学部聞の学生の移動は，

たまたま特殊な講義などK限り，一部の学生が自発的陀他学部の講義を聴講す

る場合が，どくまれに見られる程店主Kすぎず，とく Kそのための便宜をはかる

等のとともなか勺たu

また学生の所属学部の変更Kは，一般凡きわめてきびしい条件が付けられて

きた。大学入試時の成績，志望学部・主主科の欠員の有無，さらにその時点にな

ける学力左どが問題とされ，現実Kはとれまで移籍の認められた場合は，学生

総数の 1ないし 2%にとどまっている。

いくつかの学部Kないては，入学時からさらに細かく学科別K厳格な定員が

定められてなり，学科聞の教科の連絡，調整が少なく，学生の移籍もほとんど

認められない場合が多いD とのよう陀して現状は専門教育の段階陀台いては，

総合大学であるととの特徴が積也的Kは生かされていない。

つぎに教養課程について見ると，現行制度K卦いては，学生の定員，入学判
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定を含めて，学部教授会が責任を負う形をとっている。しかしその責任のとり

方は，部分的であったれときには学部の身勝手というそしりをまぬがれ左い

よう左状況にあるととが指摘されねば左ち左い。たとえば上述のように学生定

員の決定は，とれまで学部の教授会が行左い，一方的に学部側の拡充計画に伴

って学生定員がきめられ，教養部の許容条件在どがほとんど国慮され左かった。

また，学部が教養謀程に責任を負うといっても，個々の学生に対する細かい配

、慮や勉学条件の確保，学生の要求への対応などの努力は教養部に背負わすとい

う結果に終始してきた。このため教養部教員は，教育負担vc;t－.いては実質的に

そのほとんどを負い左がら，「学部の学生をあずかるJという表現に見られるように，そ

の権限はきわめてあいまいにされてきたととが，指摘されねば左ら左い占

C ）前項までは，現行の学部，研究所のあり方に対する主として研究なよび

教育の面からの一つの批判的見解が述べられたが，同様K管理・運営面陀つい

てもつぎのよう左点が問題とされよう。

まず現在， 9学部に分れているが．その規模の点についてみると，同じ学部

という箆l曜の下K，たとえば，薬学部，教育学部のように他学部のー学科規模

の小学部があった丸また工学部のようにそれに十倍する規模の巨大学部が並

存してお、れそれぞれに問題をかかえている。学部という区分の一つの存在理

由としては，大学の意思決定の基盤として，関連する研究分野の研究者の意思

集約の機能が挙げられる。しかし工学部のよう在巨大学部の場合には，構成員

が教授だけに限られている教授会にないても， 1 5 D名をとす大会議と左り，

とかくその運営は儀式化し，実質的に自治の機能を果たすととは困難である。

したがって運営の実質は学部以下の学科もしくは関係学科群の段階で進められ

ているのが実状である。

一方，大学全体について見るとき，今日大学みずからが判断をし，行動を迫

られている課題が山積している。にもかかわらず，さまざまの割拠する学部が

学部自治の名の下にそれぞれが拒否権を保持するかのどとくに自己主張をして

いる現状にないては，大学としての統一的機能をもっととは，ほとんど不可能

K近い状況にある。

さて以上 a), b), c）項にわたって述べられた現状認識の下K，とのよ

う左欠陥を解決してゆく一つの構想として，現在φ学部という枠はできるかぎ
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りとりは去し，研究者の区分の単位は現行の学科規模の同一専攻どとの研究者

集団とし，その上K直接全学ー本の管理機構を志向すべきであるとの主張がる

る白それは今回全国の大学改革案Kかえり共通して指摘され主張されている学

部解体，再編成の考えでるる。とれに対し，上述のような現行の欠陥はそのま

ま認めながらも，それのよ勺てきたる原因や解決の方向(IC.ついては，かなり相

異なる意見も φる。両者の対立する現状分析の視点を深めると主は，今後のる

，るべき方向を見いだす上K有意義と考えられるので，以下にそれをやや詳しく

検討することKする。

1-2 学部制度の背後の考え方と組織のあり方

前節（ 1 - 1 ）で見てきた一つの考え方は，まず現在の大学の状況として，

学問各分野の急速な専門細分化，分析的方法の極端な進行K伴って，基礎にな

いては本質的につながる学問分野が多くの部局にわたって分散し，独立して研

究が進められている点を指摘し，その打闘の方途として，改めて学問体系に治

勺て同一専攻どとK研究者を再編成することが必要であると主張するものである口

しかし，そこに指摘された欠陥はそのとなりとしても，その打闘の方途が必

ずしも主張される方向に者うるか否かK対しては十分慎重でなければならないし，

また現行制度が慣行として長期にわたって行なわれてきた背景Kは，それなり

の根拠がるるでるろうととが推察される。たとえば学聞の専門分化K対置され

るべき学問の総合性，学問の体系性とは果たして具体的に何を意味するかが問

われねばならないし，また大学K砕ける研究の組織を問題とするとき当然大学

の使命としての研究と社会とのかかわり方も大きな要素として考慮されねばえ

らないであろう。

また制度の改革が有意義K進められる前提条件としても，現在個々の研究者のレ

ベルで地道K共同研究などの努力が積み重ねられているかどうか，学聞の追求

の姿勢K問題はないかが問われる必要があろう。とのような実績の上K制度の

改革が行なわれるのでなければ，新たな制度も再び画定化される恐れがあるふ

したが勺て，以下では前節の批判K治勺て，改めて現状を踏まえつつ現行制度が

採用されてきた背後の考え方をさぐってみることとするu

a ）学問体系一一「基礎J，／：「応用J
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まず研究の組織を考える場合，われわれは一般に研究活動を研究の対象と方

法の二つの側面から見る必要があろう白両者は機械的に分離されて独立に存在

しうるものではなく，固有な仕方でそ：れぞれの性格を規定しあ「ている。適用

される方法が異なる対象K対しても，その基礎にないて連関しているととは．き

わめて一般的であるが，ここで重要なことは対象Kよ「てその基礎の現わ科方

が異なってくる点である。

これは，単K抽象的な論議ではなく，現実の研究現場の分析を通じて審議の

過程でしばしば遭遇した問題である。たとえば農学部を見るとき，そとでの研

究Kは，社会科学，自然科学の’各分野が含まれてなり，あたかも小さな総合

大学の観を呈している。現実Kそれらの多様た分野が農学の研究にないて，有

械的に連関しているか否かには多くの問題があろう。ととろでそこで行なわれ

ている化掌，植物学，経済学等Kついて見ると，それらは工学部，理学部，．経

済学部等になけるそれぞれの専門と，基般にないて関連のあることは当然であ

るが，一方，質的K異なる側面を有することも否定しがたい。農学部にお、ける

「木材」の研究は，理主主部の植物学Kなける研究とはなのずから異作る意義を

もつであろう。もちろんそ ζにないても研究が堂問研究としてある以上，つね

に個別の対象に「安住jすることは許されず，より一般的普遍的法則への接近

が不断K追求されねばならないが，そとでの研究は決して，基礎的法則の単な

る個別への適用ないしは応用ではない。具体的対象である「木材Jは，自然科

学的な対象であると同時K，人間社会的生産活動の対象と ιて見るとき，それ

は社会科堂的対象でもある。

かくして，学問体系なるものは，完結した基礎的法則であるというよりは，

自然や社会の具体的な対象の存在を反映して，多様な質によって特徴づけられ

る累層的構造をも勺て，絶えず変化の過程にあるものと見るべきであろう。

「学問体系K治って，同一専攻どとに研究者を再編成」するというとき，そ

こでいう掌問体系とは何か，同一専攻とは何をさすかがきびしく検討されねば

ならない。同一専攻なるものが，対象を離れて基礎的方法にないて共通する専

門分野を意味するとすれば，それは一面的なとらえ方であって，結果的Kは，

現実的対象との交流の希薄ないわゆる「基礎的研究jk傾斜し，かえって上K

述べた意味での学問体系の総体性と全体への展望を見失う恐れがある白
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b）研究組織の区分と社会性

前項 a）では研究の組織を分析するに際して，「対象」の占める役割の重要

性が強調されたが，それと探く関連して社会性の占める役割を考慮に入れる必

要があろう。現存の学部や研究所の設立の経過はさまざまであるが，程度の差

はあれ，時々の社会の状況と深いかかわりをも勺て誕生している臼なかには国

家の政策ゃいわゆる「社会の嬰請JK乙たえる形の色彩の濃いものもあ勺た3

一方さき K 「大学になける研究と社会」（第 I部「大学の任務J2-2）にな

いて述べたように，大学は単K社会の要請K迎合するというととでなく，学問自

体の本性として，正しく社会性を保持すべきものであると考えられる。 「真理

の探究」は，われわれが自然や社会Kついての認識を獲得するととによ勺て，

その法則性に則して，自然や社会K積極的K働きかけてゆく人同の実践につら

なる内容をもっているo しかも基礎的な認識過程とその成呆の自然、や社会への

適用は，独立の過程ではなく，両者は深く関連してそれぞれが相互の発展の条

件をなしているとみるべきである。

われわれの分析にないても，さきの農学の例の他K，医学Kなける「基礎と

臨床」をどうとらえるか，また工学とは何かなどをめぐって，多くの議論がな

された。工学は，単K 「より基慌的Jな物理学や化学の応用ではない。もちろ

んそれらと不可分の関係にはあるが，より実践的に社会の生産体系や社会の課

題K対応してそれ自身独自の学聞の体系性と総合性をもつはずである。関学忙

なける基織と臨床の鴎係がそうであるようK，現実の要請（たとえば都市計画，

エネルギー政策，公害への対処） vc対して，決して既存の基礎的知識を単K応

用すれば解決するとい勺た性質6・｝ものではなく，それぞれの課題が基礎的研究

の場合とは質的K異なった新しい一つの対象として現われるのであ勺て，それ

に固有な方法が要請される。たとえば基礎的研究による知識を組織だてて，ど

のようK新しい課題K対して総体的に適用するかというとと自身が，研究の重

姿な内容となる。また多くの場合，基礎的Kは全く未知のため浮きぐりをもっ

てしでもまず現実の課題を解くことか要請され，むしろそれに刺激されて，基

礎的研究が促進される場合がしばしばである。

したが勺て，乙とでも前項 a）で指摘されたようK，「基礎」の現われ方は

対象K応じて質的K異なってくる。むしろととでの新しい問題は，その対象の
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もつ現実の社会との関連がきわめて深いという所にある。すなわち，上にみた

ように掌聞の本性からしでもわれわれは社会との交流Kむしろ積極的でなけれ

ばならないが，その際，社会の生産体系や社会の課題を反映して学問体系や研

究が組織されるとしたとき，当然そと Kは高次の社会性が要請されることにな

る。さきの第 I部「大学の任務Jでふれたよう K科学の成果が真K人類全体の

福祉のために適用されるか否かKついては，現実の社会K名、いてはきわめて微

妙な要素が多い。したがって科学の成果が社会K適用されるに際しては，単K

個々の技術的進歩や社会の特定の「部分への奉仕JK陥ることたく，広範な人

間的生存を真K豊かKするかKついて長期的かつ総合的な判断が要請される。

それは直接的Kはたとえば工学の対象であっても，同時K，人文・社会科掌の

対象であることがきわめて一般的であるロより卑近な例をとるならば，ある学

部をどのような形で拡充発展をはかるかというような場合Kないても，まさに

上K述べた真の「社会的課題Jをどのようにとらえるかという問題K対する熟

慮が要請される。そとでは主主問体系が本性上社会性をもつのであって，「同ー

の専攻Jをζえた広範な研究者の総合的な判断と相互の批判的検討が要請され

る。したがって，研究の組織を考える場合，狭い意味での「同一専攻どと」の

研究者の集団という観点K限’走されるならば，学問の本質的Kもたねばならな

い総合性，社会性がかえって見落される危険性があるととに留意すべきであろ

う。

C ）教育組織と学部などの区分

つぎに 1- 1の b）項で指摘された教育と現行の組織区分の問題点を検討す

るとと Kする。

(1) まず大学教育ki己、いては専門教育が大きな比重を占め，かっそれが専門

研究の現場と密着した形で進められることが不可欠で，特 K教育Kなける密

度の高い研究的要素の重要性K留意する必要があろう。 ιたがって少なくとも，

大学の専門教育の組識区分は大すじにないてさきKふれた教員の研究組織との

対応闘係をもつべきであり，現行制度は，本来そのような考えから出発したも

のと考えられる。

(2) 上のととと関連して，大掌教育は単K幅広い教養と知識を与えるという

ことではなく，学問的体系性や科学一般K占める個別科学の重要性が，教育課
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程の中Kも反映される必要があり，分野Kよって度合は異な勺てもカリキュラ

6の体系性や履修K際しての一定の要件が生ずるととは当妹、であろう。

'.}¥ 一方，教育児 i,'vペてn，教員からの一方的な働きかけではなく，個々の

学生の自発性とともK ，同世代の蛍生相互の交流や同じ専攻を志す当生相互の

切佐琢麿が現実にきわめて重要な役割を果たすものであるJ それを保障するた

めには，学生相互l喝の意思疎通を可能とする一定規模の区介を設けるととKは

意義がある。このことはまた教育活動などK学生の意思を反映させる上からも

無視するととはできない。現実の問題として，坐習組織の最小単位が 50名前

後をこえるとき，学生相互の接触や意思集約が質的K困難の度を増すととが経

賊されている。大掌教育Uてないては極力学生の自発性が尊重され，掌生の所属，

履修条件などについて不必安な拘束は取り除く必要があるが，以上K述べた側

面そ無携す l-_.わけに t)v，かオ了v-.. ） 実際，現実的教育理境などを考慮するとき，

一見蛍生iて対する自由を保証するための措嵐と思われることが，反対に個々の

学生を分断し，学生集団としてのまとまりを困難にするなど予期しない結果を

導くとと K留意寸る必要がある3

14) きて以上氏辺べてきたことかりも，教育に台ける学部や系などの堂生の

組棋区分やクラス編成は無視しがたい必要性をもっている。しかし他方K台い

て組成区分の現状は，その本来的趣旨をこえた形で，さまざまの欠陥をもって

いることは，すでに 1- 1 VC指摘されている。そのうちいくつかの欠陥は制度

の変更や運営Kよってかなり改善される可能性があるが，同時にそれは教育の

i環境や条件K由来する点も見落すととはできないJ たとえば一つの学部内にお、

いてもさらに学科ζ とのきびしい壁がつくられている場合があるが，それに至

った一つの要因として，乙とに実験や少人数教育を必要とする分野K台いては，

収容能力が挙げられよう。それに加えて特定分野への学生の集中現象が見られ

るが，その際収容能力と志望者の差があをりKも大きい場合は，かえって機械

的な定員制限を謀さざるをえない状態と．なりやすい。その結果やがてそこに含

まれている基本的な問起一ーたとえば本来各分野の学生定員はどのような基準

によって定められるべきか，研究と教育の！向凶からみて分野ととの教員の規模

のあり方等一ーに叫べての真剣な検討が忘れさられ，また教育i裳境の整備充実の〆

努力が不十分なまま， 7乞f芝、きびしい堂科I司の壁やきびしい定員制i設のみが残る
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という現象が見受けられる。

また学生の専攻や教科の選択の自由を拡大するととは，本来望ましいが，そ

れが可能なためにはいくつかの条件が満たされる必要がある。まず上にも見た

ようK，掌生の移動を自由K受け入れるととが可能な人的・物的な教育環境が

ととのえられる必要があり，かつ（3JK述べられた学生相互閣の，あるいは蛍生

と教員との閣の意思疎通が十分行なわれうるような学生数，教員数台よび掌生一

．教員比が確保される必要があるJ すなわち，学生の自由な学習には，単K拘

束を取り除く ζとだけではなく，十分ゆとりのある教育環境が必要である。現

実の主主生のながれている堂習条件を顧みるとき，全主主の堂生の半数をかかえる

教養部の状況Kついては，改めて第5章Kないて述べられるが，教義部に比べ

れば良い条件Kあると考えられている諸学部Kむいてすら，学生控室や図書館

設備など，掌生が大学に定着するための最小限の必要条件すら満たされていな

いととろがある。

d ）研究組織と大学的自治との関係

1 - 1の C ）で挙げた学部とく K巨大学部の自治運営の儀式化の問題や大小

さまざまの学部のそれぞれが拒否権をもつかのように割拠している状況には多

くの改善されるべき課題があるという指摘は事実である。しかし，そのととを

もって自治単位を学科，教室単位K細分化したり，大主主的管浬・運営を中央の

管理機構Kすべて集中するという結論を直ちK導くことは，また一面的といわ

ざるをえない。それに対する掌聞の体系性，社会性からの批判は， a) , b）、

項で述べたが，ととでは管理・運営K焦点をしぼ勺て考えてみよう。

繰り返し指摘したように，大主主的管理・運営は大学の使命である研究・教育

が自立的かつ自由に発展できるための条件を確保するととにその基本的任務が

あるロしたがって大掌の自治のあり方は，当然、，研究・教育と不可分のもので

なければならない。しかし次章以下でみるように，われわれの大学の各介野を

みるとき，研究・教育のすすめ方は分野Kよって著しい差異のあることを見落

すととはできない。それらの差異の中Kは欠陥として取り除かれるべきものも

多々あるが，しかしその分野の学聞の本質的な性格，たとえば社会とのかかわ

りの度合や学聞の発展段階，あるいは一般的Kその研究の対象の特殊性K鋭く

依存しているととに気づくのである。たとえば勤務形態や研究予算の執行Kつ
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いて見ても，研究現場に応じてきわめて多様であり，したがって研究者のみな

らず，一般職員についてもそれに対応して多様な協力形態が要請されるとと K

なる。、大学にないては他の行政官庁などと異なって，画一的ないわゆる「合理

的」管理・運営が適用不可能な根拠の一つは，ととK存在している。また教員

の人事権を含めて大学の自治の基礎がほぼ学問的性格を共通にすると考えられ

る学部単位Kなかれてきたことの本来の意義もここにあると考えられるD さら

K大学の管理・運営が，通常の行政官庁の場合とは異なって，これを中央K集

中したり，一部の固定された人々にゆだねるととは妥当でないとする考えの根

拠は， 2..--4VCないて検討するリ

学部運営の中心をなす教授会の儀式化の問題について見るとき，それが単に

学部の巨大化や自治の必然的な帰結であるか否かについては，より詳しく考察

する必要があろう。

実際，教授会の形骸化や儀式化の原因は，当該部局の末端にまでわたる研

究・教育の現状が教授会に正しく反映され，くみとられる合理的な仕組みが真・

剣K追求されているか否かにかかわる場合が多い白現存の？学部のうち， 4学

部は教授のみKよって構成される教援会しか持たず，残りの 5学部では助教授

もしくは専任講師が教授会または教官協議会K加わっている。しかし人事や学

位審査は，一，二の学部を除いて教授のみによる教授会の専決事項となってい

る。同様の傾向は研究所についても見られる。さらに助手が部局の実質的決定

に参加している場合は，二十数部局の中でこないし三K過ぎない。

部局の意思決定が特に教授のみによって行なわれる場合，部局の末端に至

るすべての事象についての管理・運営が，常K正しい認識をも勺て適切にすす

められると期待する ζとは，教授層の年令構成や日常の職務環境からしでも現

実的ではない。会議の規模の巨大さはもちろん儀式化の大きな要因の一つであ

るが，それは運営の改善Kよ勺てかなり変えうる余地があろう。関連する多分

野の研究者や多様な世代からなる構成員をもっ ζ とや，部局の末端にまでわた

って実情をくみとるような工夫は，すでKいくつかの部局で試みられてきてい

るが，そのととは稜々の構成員の相互の協力や批判を通じて大学の運営が独善

K陥ることなく，自律性を確保していく上陀望ましいととであろうロ

つぎに部局の運営と大学全体の運営の明係について見るとき，現在の大学は
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総体としてのまとまりと判断をもって，より意志的K行動する必要があると考

えられるが，その場合も，全掌にわたって研究・教育の実態を正しく反映して

行なわれるととが不可欠であ勺て，安易な能率主義や中央集権化K走るととは，

本来の大主主の自治をそ ζなう恐れがある。との意味K辛子いて，学部の自治と

大学の自治は本来相対立するべきものではなく，むしろ研究，教育の自由は，両

者Kよって重層的K補完されて，より堅固に守られると見るべきであろうロし

かし， ζの項のはじめに挙げた指摘K見るように，現実には部局間の意見の調

整Kあたって各部局があたかも拒否権をもつかの£う K強い自己主張を I....，全

体としての行動がはばまれるととはしばしば見受けられる。しかもそれが研究・

教育とは無線な要因Kよるものであったり，さら Kそれが事なかれ主義Kよっ

て黙視されるとするならば，それは大掌の自律性Kと勺てゆゆしき問題であろ

う。しかしながら，とのような欠陥も，また学部制度そのものの不可避的な帰

結とみなすととは必ずしも適切ではない。学部のもつ権限を事項どと K検討し，

学部の審議を経るとしても，あるものは実質的な決定権をより広く全学的な機

関にゆだねたり，あるいは掌科など学部内のより小さな機関Kまかせるなどの

措置Kよって，改善しうる多くの余地がある。
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第 2章 研 究 の 現 場 の 現 状と問題点

大学の現状分析にあたって，研究の現場が具体的にどのような状況にあるか

を見ることは特に重要であゐ。われわれが検討陀あたって，強〈印象づけられ

たことは，緋究のすすめ方は専攻分野K応じて著しく多様であると同時K，ま

たそのような差異の存在Kついての認識が，これまで相互にきわめて不十分で

あったという事実である。それは講座制jたどの運営，人事，後継者の養成K対

する考え方，生位基準，若手研究者，助手の占める伎割，研究費配分等々 Kわ

たって，ときにはきわだって異なる現象が見いだされるのであるが，それらは

っきつめてゆくとそこでの学問対象や研究の発展段階K深く結びついている

場合が多い。したがって，多様であっても，それらは相互に無縁ではなく，い

くつかの典型的な類型K分類される性格をもっている。他方K金いて，研究状

況の多様性というとき，上K指摘した学問K固有な性格K根ざすものと同時に，

学聞の発展の論理とは必ずしも関係のない多くの改革を要する課題があるとと

も強く指摘されねばならない口

本章では，研究の現場の問題のうち，なるべく全学に共通する類型の怖くつ

かを例証的K概観するとととし，そのうち特に出有な課題をもっ教養部，研

究所，医学部附属病院，大学院制度Kついては，それぞれ吃掌を設けて，詳し

く分析することKする口

2-1 研究推進の現状ー講座制などの運営をめぐって

大学にかける研究，教育，自治の基礎単位として考えられてきた古典的な講

座制は，一般的，抽象的Kは，学問の継承性，政治的権力からの圧力K対す

る学問の持説，研究と教育との統一と自主性の確保などの積極面をもっ反面K

合いて，車問の固定化合よび閉鎖性をもたらすほか講座内での身分制，予算，

人事，研究単位の商ー性などKわたってほめられるべき多くの問題をもつこと

が最近いたる所で論じられている。このような一般的な指摘はもとより重安で

あるが，本分析に合いては，古典的講座制が，現実K学問の諸分野K合いて，

どのようK変形して機能し運営されているか，かつその変形をもたらした内的，

外的諸要因は何かを一層明らかにすることに力点を置いた。実際その£うな諸
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要因を見るととなく，ただ古典的講座制の積極面あるいは失陥を指摘しただけ

では，今後それぞれを止揚して具体的？で改草の方向を見いだすととは不可能と

考えるからであるQ

さて全学にわたって概観するとき，講座制が研究上どのように機能している

かVてついては，それをななよそ三つの典型K分類することが可能の主うに思わ

れる。それのよってきたる原因としては，それぞれの介野の研究対象が現時点

に卦いて，どの程度の研究規模を要請しているかという掌問的根拠による場合 4

と，もちろλそれと調連はあろうが，かなりその掌問分野での伝統的な掌聞の

すすめ方に基づく場合，あるいは長期にわたるわが国の文教施策の失陥に制約

されて，やがて慣習化してしまっている場合などが指摘される。

(1) 個人研究の色彩の濃い場合

とれは人文・社会科学の舟野K多く見られる場合であって，たとえば法学部

で指摘された「研究上は助手といえども干渉されず，指導されずJK象徴され

る。そ ζでは，講座の構成員は研究単位としてまとまるよりも，むしろ各研究

者が自己の研究をすすめる独立の単位として．それぞれの関心と必要に応じて学

内外の関連する研究分野の研究者とともに研究会などを組織する場合が多い。

大学院生などは．とのような独立した研究者への過程Kあるものとして位置

づけられている。

またそこでは，講座間や研究者相互間の学問的不干渉の原則が堅く守られ，

少数者の学問も保護される反面にないて，相互の協力や批判が希薄になりやす

い。その相互不干渉の結果，たとえば講座担当者が欠員とな勺たまま長期にわ

たって補充されない現象が現われているが，これは掌問分野相互間のあり方と

して検討されるべき問題であろうO

研究者の養成の観点から助手制度を見るとき，従来それは全国的な視野Kた

ってその分野の研究者層の一員を養成するというよりは，当該講座の後継者あ

るいは教授の後任の養成という色彩が濃く，とのような事情からその適任者が

得られるまでは，助手ひいては助教授の席が長期にわた勺て空席の受まに保た

れるとv-，う場合も見られたロ

また人文・社鎖ヰ学索諸掌部にないては，助手定員をもたないいわゆる不完全

講座が多いためK，上K述べた欠員問題によるほかに，スタッフの年令構成K
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者手層を欠いた逆巴ラ三ッド現象が現われている。さらに ζの状況は，さきに

ふれた ζの分野の個人研究の一般的傾向とあいまって，大学院生を含め若手研

究者を層として研究活動にくみいれるエネルヂーの欠乏を招きがちであるo た

とえば新しい社会現象K対して，多くの分野が協力して総合的に研究を行なう

必要がある場合にも，一般に積極性を欠くきらいがある。

研究予算の逼営Kついて見ると，講座は部局K配分される予算の積算の単位

となるが，部局内Kないては，図書費などの最小限の必要共通経費をさしひけ，

ば，講座もしくは個人K配分される額は零K近い場合すらあるロそのため研究

費について見れば，講座の閉鎖性や講座担当者の独裁など入る余地もないとい

う状況にある。したがって，部局外Kわたる共同研究を推進しようとするとき，

その費用は伎費K期待する ζ とはほとんど不可能で，確率的Kきわめて不確か

な文部省科学研究費補助金などにもつばら頼らざるをえない。

人事にないては，講座制が強く働き，講座担当者の意向が大きな比重を占め

てなり，講座担当者以外の意見の反映はきわめて乏しい。このととは，前章の

1-2なよび本主主の 2-3 VCふれられているように，大学の通営，研究の推進

という見地から問題となる点であるq

(2) 講座の規模が実質的K機能している場合

理学，工学，農学などの自然科学系の多くの分野K会いて見られる場合であ

る。そ乙では研究の基礎単位としてほほ（実験系）講座程度の研究者のチー ι
が要請され，研究上も制度としての講座制がかなり原型K近い形で機能してい

る。

研究活動は，教授を頂点として，助教授，講師，助手などのスタッフのまわ

りに大学院生も含めて強固な研究チーゐが形づくられているロそとでは，大生

院生も研究推進の重要なに担い手であり，いわば欠かせない「戦力Jとして研

究クルーヲK活気を与えている。しかし，以下に見るようK ，ζれらの若手研

究者の研究者としての権利は，彼らの果たしている役割K相当して認められて

いるとはいいがたい場合が多いロ研究のあり方Kついて見ると，研究対象は講

座どとに細分化される傾向が強く，講座内部の、結束が強いのK対して講凶閣の

壁は厚く，同一学科内にないても相互Kほとんど交流のない場合がしばしばで

ある。したがって将来性をもっ重要な研究が行なわれても，それが孤立し，大
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きく発展しにくいきらいがある。若手研究者の中で助手層はいうまでもなく六

学院生もかたく各講座K拘束される結果となり，第市章で指摘したように，講

座を離れてより広い対象にむけて外部の研究者と交流する機会が少な〈，狭い

視野K閉じ ζ もりがちで，みずからを大きな学問体系の中K位置づけることが

困難Kなりがちである『3

研究予算（枝費）は，部局内にないては，まず学科単位K配分され，主主科内

陀会いては講座別にほぼ文部省配当基準K治勺て配分される。講座内部での使

用の仕方はさまざまであるが，との分野で実際の研究活動K要する総研究費K

対して，現在の経常的枝費は到底それを充足しうる状況Kはない。工学などの

ある分野Kないては，実際の研究費の中で校貨の占める率は， 2分の 1程度K

も達しないものと推定されるロ他は文部省科学研究費補助金や外部からの奨励

研究賃金などに依存している。

とζろで，このような佼費以外の研究費が，今日の大掌の研究水準をまがり

なり Kも維持するための不可欠の要素となってb り，現実Kは講座担当者がそ

の調達の役割を演じているo このことがしばしば教授の地位を特別のものとし，

必ずしも研究活動とは関係なく，常K教授が研究活動の代表者として目される

結果を招く大きな要因のーっとなっているo たとえば，文部省科学研究費補助

金について見ても，必ずしも教授以外の研究者の申請が妨げられるわけではな

いが，その場合には現実的K探択される可能性が著しく小さいという懸念K基

づいて，みずから控えるという場合が多い。さらに民間企業などとの関係Kな

いては，人的，物的交流一一堂生の就職，委託研究，奨励研究資金の受入れーー

などの智口として、の教授のもつ影響力は大きく，それがひいては講座内の研究

活動K対しでも反映してくるο とれK関連して，たとえば，講座内で行なわれ

た研究業績のすべてKわた勺て，実際の寄与とは関係なく常K教授名がを冠詞

的に付されるととが常識となっている場合もあるo

つぎK ，人事のあり方も， ζ の分野で講座制度を実質的K維持する上で大き

な役割を演じている。たとえば，助手人事については，講座内のスタッフの協

議や学科の教員会議Kはかられる場合が多いが，助教授，教授の選考K対して

は，日常の研究K沿いては助教授の独立がかなり確立されている所でも，教授

層だけの意向できまる場合がほとんどである。また一般的傾向として講座内部
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だけでかたまり，全国的な人事交流は乏しい状況にあるといえる。

(3) 研究クルーヲ制の場合

自然科学のある分野，たとえば新しい生物科学や原子物理学の分野に和いて

は，．かなり早い時期から講座制の運営から離れて，研究クルーヲを形成すると

とが試みられている。そζKいたる動機はいくつか考えられるが，その学問分

野がそれまで個々の大学の中氏根をもたない新しいものであることや，その分

野の研究対象が大規模な粒子加速装置などに見られるように，講座やときには

大学の枠を ζえる予算と研究の規模を要するものであることが特徴的である。

そとでは，もちろん各大学での研究集団が研究の基礎単位であるが、出発の当

初から全国的な研究者の研究交流や共同研究が研究推進の上に大きな比重を占

めている。

まえしばしば，そ ζでは学聞の急激な変化K伴って，若手研究者の研究活動

にないて占める比重が比較的高いととも見落せない特徴である。したが勺てそ

の場合，個々の大掌を中心とした教授会や・講座を主体として発展してきた古い

意味での大学の自治という考えよりは，むしろ講座制や教授，助教授などの身

分制陀拘束されない研究者の自治という考えが強い。

このような研究クルーヲ制は，いくつかの講座が新設された場合などに比較

的容易にもちとまれている場合もあるが，古い機構の中に形成されるに際して

は，いくつかの段階を経ているのが一般的である。その際は講座の実質的改廃

以前の段階で，まず講座をこえて生科規模で若手研究者（助教授・講師・助手，

大学院生など）が相互に連繁し，その場では教授とも対等K処しうるような

「教室会議Jなどをつくり，予算，人事，将来計画などを審議し，実質的に決

定してゆく ζとから出発している。

新しい研究クルーヲ制忙ないても，クルーヲを構成する諸層は，もちろん同

質であるわけではなく，研究指導者層・中堅研究者層，そして養成段階にある若

手層などからなるが，それらは相補的で；．質な役割を演ずるものと考えられて

いる。実際，研究一般を通じて研究クルーヲは，その時点での研究成果をあげ

るζ との謀題とともに，絶えず学問研究の創造性を保証するためには，みずか

らの研究組織を学問的Kいつも新たに再組職してゆく必安があろう。その際，

若手研究者の養成という一種の「教育活動Jが，とりもななさず研究活動と不
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可分の関係にあって，常に研究のすすめ方の視点や幅を拡大し，また既成の研

究者自身の再教育や相互の聞に作られがちな壁をとりはずす上に重要な役割を

果たしているリとのような認識が，実際に若手研究者層の示す研究業績とあい

まって次第に広〈ゆきわたるにつれて，研究クルーうの構成員として対等の権

利が確立されてきたといえるであろう 3

と乙ろで，講座制を実質的に廃止して研究クルーう制を確立してゆく過程K

ないては，上に述べた工うに，講座内で教授が掌握していた予算や人事に関す

る濯燥を教授からとりはずし，これをより広〈学科規模の研究者（ある場合は

大学院生を含めて）全員の合議によって決定するように改めるなどして，講座

制の欠陥を取り除く反面Kないて，講座制度の下でこれまで培われてきた積極

面をどのように新しい体制の中に継承してゆくかが大きな謀題となっている。

たとえば，少数者の学！司を保護することや，研究と教育活動の統ーなどの重要

性は，研究クルーヲ詰ljの下ではややもすれば見落されがちであり，絶えずその

危険性を克服する努力が要請される。

また現実の条件の下では，研究ク Jl，ーう制の長所が，十分生かされないうら

みがあるa それぞれの研究介討の進展の状況に応じて人員ならびに仰究費を弾

力的K配分しようとしても，長期にわたって筒定化されている眠られた総枠の

中では，きわめてわずかな自由度しか残されていないというのが実情である。

たとえば，研究計画に応じて予算を審議し，配分しようとしても，実際の予算

が各クルーうの考えうる最低必要額の 2分の 1あるいは 5牙の 1にも達しない

状況の下では，学問的評価が実際の配分に有効に生かされることはきわめて困

難Kなる。しかし，このような困難はあるが，かかる試みを通じてそれぞれの

研究クルーヲの枠をこえて，全体の研究についての認識を深め，みずからを位

置づけるための努力が重ねられている。

以上，われわれは講座制の現在の運’詰を主としτ研究面から三つの類型にわけて考

’察してきた。説実はいうまでもなくいっそう複雑であり，ここに挙げた三つの

場合は空さに典却にすぎない。

いずれにぜよ，講呂場UK伴いがちな弊害は，主として当該升野の人事や予算

の執行が，講陸担当者である教授によってもつばら行なわれ，実際に研究：教

育K名、いて重安な彼割を果たしている他の人々の意思が不当K無視されるといー
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う点である。また平常時はそのような極端な形をと勺ていない場合であ勺ても，

教授とその他の人々の間K意見の相違が生じてくる場合Kは，講座担当者とい

う潜在的な権限が顕主主化し，学問的な是非とはかかわりなく，一般に教授以外

の人々に圧迫が加えられる可能性が高いd

しかし，われわれが講座制の存廃を根本から問題Kしようとするとき，反面

にないて，過去講座制の下で培われてきた学問研究のすぐれた慣行があるとす

れば，それは慎重K再評価される必要があろう。その第一は，上述のような独

善と閉鎖性K陥る危険をはらみつつも，少数者の学聞の擁護という点で呆たし

た講座制の役割が指摘されιう。との点は社会科学などの分野にかきらず，学

問研究の第一線の擁相が急激に変わる今日の一般的状況K照らして，いわゆる

陽のあたらない掌問分野K対する長期的な正しい評価と保護がいっそう重要と

なる。第二K ，ζれと関連して，固定化の危険をもちたがらも，講座制が研究

推進の単位と学聞の骨格と？確保する上に呆たしてきた役割が挙げられよう。

との ζ とは講座制とは異なるさ学科目制の特質を考えればい勺そうは勺きりする。

後者はその内容からして一見，上述の講座制K伴いがちな独善性，閉鎖性，固

定性をもたらす危険を内包しない反面Kないて，それは，研究を行なう ζ とを

保障する機構ではなく，主として教育を目標とする組織であるといわねばなら

ない。講座制の下では，身分制の弊害をもたらす危険性はあ勺ても，実質とし

ては研究推進Kと勺て不可失ともいうべき指導者，中堅研究者，若手研究者と

いう研究のチーふ編成の基礎単位を保証している。さらKまた本節の c）で述

べたようにすでに実質的K講座制を廃して研究クルーヲ制す実施している分野

Kないても，その背後を深く考察するならば，講座制と研究クルーヲ制はいわ

ば二重構造をなしている。すなわち，一方Kないて上述の講座制度のもたらし

がちな独善性，閉鎖性，固定性を，いくつかの講座の集合である学科など，より

大きな規模K為、ける身分制Kよらない全研究者の合議制と，その下での研究ク

ルーヲ制によって極力取り除きつつ，他方その分野の学問研究の比較的長期に

わたる骨格を背後の講座制によって潜在的K位置づけているものとみなす ζ と

ができょう。とれはもちろん過渡期になける一時的形態とも考えられるが，い

ずれにしても学問研究の組織は，複雑かつ徴妙であり，長期的Kみて講座制を

改廃してゆくととが正しいと－しでも，それに代わるべきものは単に画一的な制
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度いじりによって得られるものではなく，これまでの講座制の功罪Kついての慎重

な検討をはじめ，過渡期の措置をも含めた長期的な計画とそれ4ぞれの分野での

研究者の忍耐強い努力が要請されよう。

2-2 研究予算などについて

(1) 最小必要経費と現状

とれまでしばしば指摘してきたように，人文・社会科学，自然科学を問わず

研究予算の不足が顕著である。ただそれへの対処の仕方はきわめてさまざまで

あり，ある場合はそれに順応してみずからの研究活動の幅を規制したり，ある

いは積極的K外部資金の導入をはかる場合などが見られる。大学の財政は，本

来人事権とならんで学聞の自律性と自由な発展Kと勺て根幹をなすものである

ζ とを考えるとき，われわれはとの問題にい勺そう真剣に立ちむかう必要があ

ろう。

現在，国際的に一定の研究水準を保つのに最小限必要と考えられる研究予算

は，現行使費総額K対し，経常的研究費Kヲいてみれば，自然科学系に沿いて

はほぼ数倍程度と考えられる。ただし，人文・社会科学系vci;、いては，桁遣い

の聞きが感じられている分野もある。

また現在，大学Kは自然科学系を中心にかなり大規模な施設が設置されてい

ゐが，いずれの場合もそれを維持する技術系職員が不足しているのと同時vc'
維持費についてもきわめて不満足な状態にある。そのため本来の施設の機能吟

きわめて不十分Kしか果たされていない場合が多い。

(2) 研究旅費について

さらK研究旅費についてみると，現状はスタッフの年 2回程度の掌会出張を

ずら満足にまかなえたい状態である。いうまでもなく全国的な研究交流は学聞

の発展に不可欠であり，との面での抜本的な改善が望まれるO また第6章K述

べるようK ，大学院生Kは研究旅費が制度上全く保障されていない。これは大

主主院生の研究上果たしている役割に照らして，早急、K改善されるべきである。

また教員についても野外の研究・教育のための旅費の保障は皆無であるo

(3) 外部研究資金K ついて

現在，自然科学系のある分野Kないては，経常的校費とほぼ同額K達する外

部からの研究資金K依存している場合があり，いわばそれ自身が経常的な性格
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をもっKいたっているo しかも，その外部資金の受入れの手続きはきわめて形

式的で，かつ安易に流れているうらみがある。実際，研究資金一一奨励金，補

助金，委託研究費など一ーを提供する主体は，現実Kは企業や官庁などの場合

が多いと考えられるが，第 I部「大学の任務」の中で述べた大学的公共性K照

らし，そのことが「部分的な単位に仕える J危険Kつながりがちであること K

対して，きびしい姿勢が望ま作るロすでK一部の部局にお、いては，外部資金の

受入れに際しては，その導入が適法であるか否かという形式的判断以上K，ぞ

れのもたらす意義Kついて研究者の閣でひろく検討されるような実質的手続が

とり入れられている。

2・一3 若手研究者・助手などの問題

2-1VCi-;、いですでに述べたように，とれまで講座制度の枠の下で研究補助

者として位置づけられてきた助手の客観的状況の変化が，まず指摘される必要

がある。最近，新制大堂院謀程が完全な規模に沿いて動き出して以来，ほとん

どの分野Kないて，助手の供給源は少なくとも修士課程修了者，なかには博士

課程修了者氏及んでいるのが現状でおる。学問の分野氏もよるが，学部卒業後

5年同たち博士謀程を経た者は，実際K第一線の研究活動に関与するK足る能

力を身につけ，またすでにそのような業績をあげつつある場合がかなり一般的

である。したがって従来の学部卒あるいは諸種の専門学校卒のいわゆる研究・

技術補助者としての助手のイメージは適合しなくな勺てきているョまた，教育

活動にないても，助手は，学部学生との間K有形・無形の親近｜調係をもち，教

授・助教授と学生との聞の年令や思考の隔泊をうずめる上Kも，中堅教員の教

育上の役割とは相補的な，積極的役割を果たしている。また大学院生K対する

教育活動にないても， 特に研究の進展の早い分野などにあ、いては，助手の果

たす役割は顕著である。

2-1で概観したよう托，現在若手研究者あるいは助手の置かれている状況

は，そこでの研究の態様と強く関連して全学にわたってさまざまである。一般

に自然科学系の分野K多く見られるよう K，研究が手ームワークで進められて

いる分野にお、いては，大学院生から助手Kいたる若手研究者の研究上呆たす役

割はきわめて大きいロ研究Kとってある意味で必然、的な専門分化に伴う研究活
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動的枠の狭｜礎化という傾向K対して，研究者として新たに育司てくる若手層は，

研究クルーうに新しい研究介野や視点を持ちとむ源泉である。また，より直接的

にいって，特K実験などを伴う分野Kないては，との層をぬきにして限られた

スタッフ内力で現在的研究活動的規模を保っととは，到底不可能といえるであ

ろう。陀もかかわらず，そのような舟野陀沿いても，若手研究者の研究者とし

ての権利が認められているとはいいがたいd われわれの分析を通じても，

教員人事にあたって，若手研究者の意見はどく一部の升野を除い

て，全くとり 入 れ ら れ て お ‘ ら ず ，をた助手の採用はもっぱら当該

講座の教授の意向陀よってなされるという場合が一般的である白研究者人事

をはじめ，研究推進上向重要な事項の決定に際して，介野Kよ勺て特殊な場合

はあるとしても一般的Kは，若手研究者向意見がとり入れられるととは，有意

義であり，そのあり方は今後十分検討されるべきであろう。

つぎに，人文・社会科生系にお沿いては，とれとはかなり異な勺た形でいくつ

かの問題が指摘されねば注らない。まずとれらの舟野では，本来非実験系講座

である場合が多いので，助手定員が実験系の半数である上K，全く助手定員を

欠く不完全講座が数多く見られる。 ζれまでK繰り返し述べてきたように，不

満足にせよ一応身分的K保障された若手研究者としての助手層が，研究集団 K

著しく欠けているととは，いかなる升野vet、いても学閉め進歩Kとって好まし

いとととは考えられない。また助手層が講座の後継者として位置づけられ，そ

の適任者が得られないという理由によ勺て長期にわたって多数の欠員が放置さ

れている ζ とは，今後十分検討されるべきであろう。

最後K，助手の地位を一般的K不明確な状況にとどめている要図的ーっとし

て，次の点が指摘され工う。すなわち助手という範曜 の下K ，分野によっ

て一方で拡大学院生の指導をも含めて十介独立した若手研究者から，他方技官

に近い研究補助者全でさまざまな場合が包含されている点であり，次節 b）で

述べる研究補助者一般の問題とも関連してそのあり方が検討されるべきであるu

2-4. 申堅教員の研究条件

第 I部「大学的任務」では，大学の教育にたずさわるすべての教員は，まず

研究者であるととが不可欠であり，研究K基盤をもっ教育を行なうべきととが
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強調された。 ζの観点からするとき，教養部教員の今日なかれている特殊な状

況がまず指摘されねばならないが， ζ れKついては第 5章にないて詳しく分析

する。ここでは主として学部Kぉ、ける教員の研究条件K焦点をあてるととにす

る。

ここ数年来， 特 Kいわゆる大学紛争以来，大学の教員，なかでも乙れまで

大学の逼営一般K中心的な役割を果たしてきた中堅の教員胤の極度の多忙によ

る研究条件の著しい低下が指摘されている。また大学内部の人的関係の語化一一

特に若手教員層と教授届との問の離反現象ーーのもたらす研究理境の悪化が見

られる。さらに相対的K見て，最近十数年の自然科学系の分野の研究条件の伸

びK比べて，人文・社会科学系の研究条件の停滞が顕著となっている点K留意

するべきである。

a ）研究・按育と管理・運営の問題

まず教員の研究活動外の多忙の要困としてはさまざまの点が挙げられよう。

学部・大学院などの教育，そのあり方K関する再検討などの委員会活動，大学

の管理・造営や「産学協同Jなど社会とのかかわりなど Kついての長時間Kわ

たる審議，その他学生とのいわゆる団交K見られるようなきわめて困難な忍耐

を裂する接触等々枚挙にいとまがない。実際そこでは大法の使命としての研究

・教育の最も根本的な理念にかかわる問題から，日々の具体的な教育実施，教

育現境の整備Kいたる諸作業Kわたって，従来慣行として行なわれてきだ事柄

K対して，いちいち白紙K立ち帰って再検討を迫られているのが実情である。

ζ れらの中Kは，過渡期Kなける一時的現象と考えられるもの，またはその

根本的原因が大学内に閉じず社会Kつらなるものなどが多い。しかし，今日わ

れわれが直面する事態のむつかしさは，その原因がたとえ大学外の，たとえば

文教政策の欠陥Kあるとしても，ただそれを指摘する ζ とKよっては責任を免

れないととろにあるといえよう。むしろ今日まで大学をそのような状況K放置

してきた ζ とへの教員の責任が問われるという形となって現われている。実際，

過去十数年Kわたって，戦後の著しい科学の国際的な進展K応じ，わが闘の研

究の水準を高めることは，大学の教員にとっていわば至上命令K近い要請であった

といえよう。しかしその条件の確保のため，分野によっては，いわゆる「社会

の要請JK便乗して，学生定員の無計画な増員とのひきかえによって，研究施
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設や教員の充実を不本意ながら達成してきたという点もあった ζ とは否定しが

たい。

しかしいずれにせよ，現実の教員の研究時聞の著しい圧縮を打開するため，

最近町一つの特徴的な考え方として，管理・運営面は，研究・教育とは切り離

し，乙れを少数の教員K委任して，大多数の教員は研究・教育陀専心できるよ

うにしようとする試みがあるロしかしとの行き方は，事態を一時的K処理する

ζ とはできても，大学のかかえる本質的な矛盾や困難の解決の方向K接近する

とは考えがたい。すなわち，大生の管理・運営は，大学の本質的な任務である

研究・教育の円滑な遂行のために行なわれるものであり，前者を後者から機械

的K切り離す ζ とは，それが究極の意義から遊離して機能する危険性を本質的

K含んでいるという点K重大た欠点がある。 ζの観点K立つならば，管理・運

営は，基本的には，研究・教育K責任を負う教員によってなされるべきである。

また，ぞれが一見堂問と直接かかわりのない実務的な内容しかもたないーように

見えても，管理・連営を一部の教員に固定，集中して委任することは，教員が

管理・運営のみのために存在するものでない以上適当、ではない。 ζ の点が通常

の行政官庁の管理，運営と著しく性格を異にするととろであると考えられるロ

以上のととは，決して個々の教員の具体的な研究・教育，管理・運営的負担

を調整したり，日常の違営を科学的，合理的K進める工夫と努力を行なうこと

を否定するものではなく，むしろその王うな工夫と努力が積極的Kなされるべ

きである。

また現在の大堂の事務のあり方K関しでも，不必要な煩潰や実情陀合わない

手統きがかなり多く， ζれが中堅教員の活動にとって必要以上の負担となって

いる面も見受けられるので， ζの面での改善Kも工去が必要であろう。

2-3で述べたようK ，最近若手研究者・助手層の研究・教育の両面にわた

る実績の高まりを背景K，若手教員の中から，従来の講座制に基づく身分関係

による拘束や教授の独善K対する強い反発が現われている。過渡期としての特

具現象の様相もあるが，極端 J工場合，教授・助教授との研究上の一切の協力は

拘束であるとする風潮も見られる。とくに自然科学の分野にかいては，複数の

教員・研究者の協力やチー ιの編成は研究推進Kと勺てきわめて重要であるが，

現状は，上のような極端な場合を除いても，現在助手が研究補助者から独立し
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た研究者K変わりつつあり，上述のようにそれは正当な根拠と意義をもつもの

であるが，その反面Kないて本来あらゆる研究分野氏共通して欠かせない研究

補助者，技術系職員の不足がい勺そう深刻な問題となっている。

他方 2-1で法学の分野に関して指摘されたように「研究上は，助手といえ

ども干渉されず，指導されずjの立場が古くから貫かれてきたところでも，新

しい問題が生じている。一般に人文・社会科学系の分野K卦いては，自然科学

の分野K比べて，個人研究の色彩が強く，研究は個々の研究者Kよって遂行し

うるものと考えられがちであるロしかしとの分野にないても，最近の実証的研

究の重視の傾向や研究情報の量の増大に伴って，たとえば文献調査活動は研究

上きわめて重要な役割を果たして卦り，通常の図書館要員の充実はもちろん，

さらに研究者向研究内容に深い理解をもち，研究者と一体とな勺て文献・資料

の整理・調達や調査活動に協力する補佐員の必要性はきわめて高いが，現状は皆

無K近い。

さらに人文・社会科学系では，若手研究者の数が中堅研究者K比べて相対的

K少なく，自然科学系Kなける研究室とは異なる研究形態をとる場合が多い。

しかしそれは単に学聞の性格に基づくとはいいがたく，人文・社会科学系にな

いてはとくに研究予算をはじめとして，建物面積等が著しく不足していること

などに起因する点を指摘する必要がある。乙れまで人文・社会科学系は，自然

科学系K比べて，人的に少数ですみ，物的諸施設もさほど必要でない分野であ

るという誤勺た観念が支配し，研究者自身がまたそれに甘んじてきたうらみが

ある。

C ）教育負担の過重

大学紛争以来，一方で学部学生の専攻所属の自由度を拡げるととが試みられ，

そのためにある分野Kないては学生の集中現象が現われている。他方全分野K

共通して，学部教育K研究的要素変高めるべく改善が行なわれているが，これ

らのことが相乗して，一般に教員，特 K実験などを伴う分野の教員の教育負

担が，最近著しく大きくなっている。

また，人文・社会科学系にないては，従来は多人数の学生を集めて，大教室

で講義をする形態が主であったのに対して，最近は特に初学年次から少人数

教育ーーたとえばぜ三形式ーーの必要性が高まっている。しかし，これに十分
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にζたえるには，教員・教育補助者，多数の小教室，図書館などの人的・物的

条件が緊急医整備される必要がある。

さらKまた大学院の課程が整うにつれて，教員の負担は著しく高ま勺ている。

第 6章K述べるように，種々の理由から最近多くの分野で大学院への志望者数

が急速に増大し，それκ伴勺て大学院生の実員も増加している（渦去 10年

仰の増加率は，修士，博士謀程を平均してほほ 2倍）。そのため，教員の充実が

配慮、されηいまま出発した新制大学院の矛盾が最近特 K顕著となり，個々の

教員の研究活動を圧迫している。

以上概観してきたように，現在教員の研究条件は多様な要因Kよ勺てきわめ

て不満足な状態にあるが，乙の ζ とがまた他分野の教員，研究者との聞の学問

的交流を行なうゆとりを失わしめ，境界領域内研究や共同研究をなL進める土

にも大きな障害となっている口

2-5 教員じり人事交流

a ）人事交流の現状

大主主に金ける教員の人事あるいは人事交流は，研究・教育の双方K探くかか

わるが，ととでは主として研究面から人事交流の問題点を考察するd

京都大掌の教昌人事がJ，他大掌などとどの程度の交流の下K行なわれている

か陀ついて見ると，京都大学の教員のうち全学的Kは 77係が京都大掌出身者

であり，学部・教養部では 82 q6，研究所では 65 %となっているQ また京都

大生出身者のうち，ーたん掌外に転出した者は 26 q6である。

一般に，人事の交流の意義は，研究機閣について見れば，学閉め発展の固定

化を防ぎ，絶えず新しい要素を外部から導入すると乙ろにあると考えられる。

また研究者個人としても，それが新しい研究の発展の契機となり，視野を広め

る結呆をもたらす乙とが期待される。その際，人事交流を通じて各研究機関が

もっ積極的な要素を交換するという考えのほかに，その研究機関にとって望ま

しくない要素の停滞含除去してゆくという考えがあり，後者については，人の

問題がからむ場合托は，実際上困難な問題が生じてくる。

現在京都大学の内部にないて，任期制など制度としての人事交流を実施して

いる所は，比較的少数陀限られてなり，しかもそ乙 Kはかなり考え方，目的の
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相違が見られる。，一部の共同利用研究所にないて行なわれている任期制は，全

国の研究者の合意の下K，助手から教授にいたるまで，期間K若干の相違はあ

るが，一律K任期がすTられている。そこでは人事K際して，任期が終了した時

点の転出をも十分考慮じて，若い優れた研究者が意識的に採用され，所員は全

’国各研究機関の研究交流や，研究会す組議するというサービスなどの任務を

負っていゐ一方，二，三の人文・社会科学系で実施されている任期制は，その

対象が助手のみに限られてなり，任期の間K研究者としての適性を判断し，好

ましくないと判断された場合は排除するという考えに基つく場合や， 2- 1で

指摘したように，不完全講座K起国する助手の不起を平等K負担するという目

的の下K行なわれている場合が見られる。前者Kあっては，多くの場合，助手

の任期終了時の審査は，教授（ときには助教授を含めて）のみによって行なわ

れている。 ζのような場合，しばしば学間以外の面にまでもわたって研究者の

聞に不必要な心理的拘束や身分的従属胡係を生む恐れがある。

一方，制度として確立された任期制を採用していない所でも，個々の人事K

l接して，公募などKよって全国的な視野K立って，場合Kよっては外部俊先の

立場を尊重しつつ，人事交流がはかられている分野も見られる。

b）任期制の問題点

任期制は人事交流を積極的に促進する有効な手段である。しかし守それがうま

く活用され，期待される成果をあげるためKは，いくつかの原則と条件が確立

される必要がある。 ζれまで多くの分野で任期制の功罪が論じられているが，

以下K問題点を指摘する。

1 ）まずそれが学問研究の自由な発展という目的K治うものであるためには，

その制度の採否が，関連する研究者の自由な意志K基づくものである必要

がある。さらK ，任期制は， ζれを法令K基づく制度とはするととなく，

もつばら研究者自治によってその円滑な通用をはかっていくととが望まし

い。ただし， ζの場合にないても法律上教員の身分保障はむしろ現行のま

まKして沿〈 ζ とが必要である J

2 ）任期制の下で，研究者の許価，審査が行なわれる場合には，これがどの

ように行なわれるべきかが最もむつかしい問題の一つであるo 任期制の本

来的趣旨からすれば，全研究者がその対象となるべきであり，職階Kょっ
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て一部の研究者のみが任期を付せられ，任期の付せられない研究者層によ

って閉鎖的K審査される形は望ましくない。

3）学聞の交流と相補的K，各大学の伝統的な特色を発揮するという重要な

課題が満たされる必要があるJ

4）任期制は，次の地位の獲得K際して必ず業績審査を伴うものであるから，

そのために．研究者の聞に好ましくない競争現象ゃ秘密主義の弊害をひき

なこしたり．ややもすればスケールの小さな研究に走らせたり，研究業績

至上主義K陥らせる危険性がある。

5）人事交流す実質的K促進する手段として，内部昇格を禁止すべきである

とlハう意見があるο しかしζのときは，その適用を受けない教授に対して

は，たとえば任期制を適用するなどの措置を考慮すべきであろう。しかし，

その際とく VC .3）の課題とのかねあいが配慮されねばならない口

6）全国的なとれまでの任期制度の経験からすると，任湖町きた研究者す受

け入れるべき空席が全国的にきわめて少ないという困難があるJ 任期制が

円滑に行なわれるためには，各研究機明K常に空席のゆとりが確保されて

いるか，あるいは全国的な規模で，研究者が自主的K運営しうる定員のう

-Jむをもつような新たな制度の導入がはかられる必要があろう。

7 ）研究者の移動の可能性は，年令が高まるにつれ，種々の困難が増大する。

特K 5）の指摘の主う K教授の任期が問題とされるとき，任期終了時的

予想される年令などからして，移動はいっそう困難である。とれに関連し

て，むしろ教授の停年を問題Kし，現在の画一的な停年の時点K巴ーク K

達する給与体系にかわって，より早い時点民主？いて最高の処遇K達するよ

う給与体系の改善や停年の幅？考慮すべきであるとする意見がある。

2-6 技術系職員および研究補佐員の問題

a ）技術系職員Kついて

2-3 VC述べた若手研究者としての助手の問題とは一応独．立した課題として，

研究を補助する技術系職員が著しく少ないことがほとんど全分野氏わたって指

摘される。講座K伴う技術系職員の定員がそもそも少ないことと並んで，その

待遇が教員に比べていっそう劣ることが，生涯Kわたってとの種の職Kとどま
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る人材を確保するととを非常K困難にしている。したがって，乙の種の定員を

増加させるとともに，その待遇を抜本的に検討する必要がある。さらに待遇面

以外K，次の問題点が指摘される。すなわち，教員陀比べて組織が確立されて

いないためK，ζれらの人々の意見が集約される ζ とが困難である3 そのため

志あって研究者との聞の意思疎通が必ずしも十分でない。したがってその組織

と意思集約のあり方は今後十分検討される必要があるd

b）研究補佐員（定員外職員）の問題

現在京都大学Kは約 60 0名K及ぶ総長発令Kよる定員外職員が勤務してい

るo ζれは全職員の 20 %に近い’数であるが，この率は研究塊場K近づくにつ

れ，定員内一般職員の半数K及ぶ場合がしばしばであるd とれらの職員は，そ

の勤務内容や形態が，定員内職員とほとんど変わらないKもかかわらず，身分

的・経済的にきわめて不安定な条件K置かれ，人件費も使費から支出されてい

る。 ζれは，もともと乏しい研究費K対して無視しえない大きな負担となり，

ある部局にないては総予算の 3O%f/C.達する場合がある。しかも ζの定員外職

員は，主K研究現場K多〈，中央の事務系現場K少ないことから，その実態を

正確に把握する ζ とが困難であり， ζれまで真剣な対処がたちbくれている。

ζのように，乏しい研究費等からあえて定員外職員を採用ぜざるをえない大

きな理由は，最近Kなける大掌の研究と教育の規模の拡大と質の変化K対して，

それをささえる一般職員の定員が，従来は国立掌枝設置法，近時は総定員法の

規制によって，きわめて不十分な状態K置かれてきたからである。その実例と

して，昭和 37年度以降過去 1 0年の講座，部門，学部学生，大学院生，教員の

増加率がそれぞれ 30 % , 5 8 % , 5 5%, 9 6%, 4 1 %であるのに対し，

一般職員定員はわずかに 18 %しか増加していないζ とが挙げられる。とれに

加えて，近年になける建物？大規模設備の急増K伴う維持管理業務の増大があ

り，さら K研究・教育の規模の拡大と質の変化陀伴い管理やその他の事務が単

なる数字上の増加以上に増大するものである ζ とや，研究・教育では現業的性

格が強いζ とを考えると，現在の一般職員の定員数が，大学がその機能を果た

す上にいかに不足しているかがわかるo
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第 8章 教養部の現状と問題点

京都大生にないては，現在，いわゆる一般教育’を担当する組織として教養

部が置かれているο との教養部の現状を分析し，問題点を指摘する ζ とが，本

章の目的である。ただ、し，一般教育を含めた京都大学にあサする教育のあり方に

ついては，すでに本委員会が答申を提出しているので（「教養課程の改善につ

いて」京大広報必 2 4参照），ここで要求されるのは，主として教員組織とし

ての教養部Kついて検討するととである。

しかしながら，教養部について検討をすすめるに先立ち，まず教員組織として

の教養部K与えられている基本的な性格，な£びその性格K基づく検討方法の

制約が明確K認識されなければならない。すなわち，京都大掌K置かれている

学部，研究所，教養部等の組織のうち，学部や研究所が大学になける専門的な

研究の基礎単位として成立し，それと関連する教育活動を営んできたのに対し，
．－ 

教養部は，本来，一般教育を担当する組織として設置され，維持されてきたので

あって，研究には疎遠な存在として取り扱われてきている。したがって，研究

bよび教育を任務とする学部等に関して前章までになされた検討は，教育者？主

たる任務とする教養部については，そのまま当てはまらない場合が多い。換言

すれば，教員組織としての教養部の現状分析なよび問題点の指摘もまた，いわ

ゆる一般教育の問題を離れては，なされえないのである。むしろ「そもそも

大学教育K一般教育は必要か否かJ，「一般教育はいかにあるべきか」といっ

た問題の検討を経て，はじめて「一般教育を適正に実施するためK ，教養部の

ごとき教員組織は必要か，またそれはいかにあるべきか」を考える ζ とが可能

となる。本章では，そうした視点K立って，あえて前述の本委員会答申との重

複をいとわず，以下の検討をすすめるとととする。

羽信 「一般教育科目」という名称との混同を避けるため，専門教育に対比され

るべき「一般教育Jという名称陀代えてJ一般教養教育」ないし「教養教

育Jという用語がえらばれる ζ とがあるが，本章では公用語である「一般

教育」を用いる。
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なな，教養部の現状を検討するためKは，その管理・運営や学生，職員の問

題！〈も触れるべきであるが，第 E部の冒頭で説明したととく，ここでは本章の

考察K必要な範囲で言及するにとどめたい。

3-1 一般教育の必要性と理念について

上述のような視点K立つとき，教養部の現状について第ーに問題となるのは，

一方でいわゆる一般教育の必要性が広く認められて台りながら，他方で一般教

育の理念について，教養部を構成する教員聞のみならず，京都世r学全体を通じ

て明確な合意が存在しない事実であろう。

このような合意の不存在の理由は，一つには，一般教育という概念が旧制大

学ないし旧制高等教育機関の自王的な発想、として出てきたものでないことに求

められよう。そもそも新制大学の発足を含む学制改革そのものが，連合国の日

本占領政策のー壊として手掛けらたものであり，その過程で米国から派遣され

た第 1次教育使節団により，日本の旧高等教育機関が，専門的ないし職業訓練

的な知識の伝授を偏重してきたことに対する反省として，はじめて一般教育の

必要性が提唱されたのである。しかし，一般教育なる概念は，その後日本側闘

係者の問で種々の論議を呼んだものの，昭和24年新制女学が発足する頃Kは，

一般投育の必要性そのものは，少なくとも制度上の承認をうるに至勺た。すな

わち，新制青学Kなける教育の最大の特色は，専門教育とならんでー般教育が

義務づけられているととにあり，新制京都大学陀為、いても，発足の当初から一

般教育諒程の授業が開設されていたのであるョそして，以後の実施過程で種々

の問題はあ勺たものの，専門教育に対置されるものとしての一般教育の必要性

は，今日では広〈承認されているといってさしっかえ左かろう。ちなみに．

教養部が最近行なった調査Kよれば，新制大学卒業生で現在京都女学K勤務し

ている者も，その多数は，一般教育の存在意義を積極的K評価して；ハる。

しかるに，新制女掌の発足後 20余年を経た現在でも，一般教育の理念につ

いては，大学関係者の同氏必ずしも一致した見解があるとはいいがたい。一般

教育の目的ないし理念K関する既存の考え方を大別すれば，択のようなものが

挙げられよう。

(1) いわゆる専門との関連で一般教育をとらえる見方であ勺て，学生個々人の
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専門が，人生左らびに全学問体系の中でどのような位置づけを有するものであ

るかを正しく認識させるととにある，とする見方

(2) 専門との関連を離れて，広く一般的教養を修得させ，総合的自主的判断能

力をもった社会人を養成する ζ とにある，とする見方

(3) 上の(1)仰の両者をともに含めて zザ般教育の目的とする見方口もっとも，

(1)と（2）とを結合するとしても，その場合K，両者を単K並列的K存在さぜる

のか，あるいは， (1）を基盤とし，（1）を通して（2）の理念の実現をはかるのか，

など種々の形態が考えられ工う。

か 7て月曜会陀卦いて行なわれた報告によれば，学部専任教員の間Kは，

「一般教育は専門教育の基礎・準備であるJ，「一般教育はひろく知識をふか

めるためにあるJ，「現代社会では専門K徹するζ とによってのみ教養は修得

できるのであって，両者は切り離しえない」などの考えが混在している。また，

教養部で行なわれた一般教育のあり方K関する公聴会でも，「特定の専門教育

を受ける者Kとって，他の専門分野の知識を得るととが，一般教育であるJと

する考え方K対し，「いかなる専門教育を受ける者にとっても，その共通の基

盤となる一般教育が存在しうるJとの見解が提出されている。再び教養部が最

近行なった調査から引用すれば，一般教育の目的について，「専門科目を学ぶ

ため陀必要な基礎能力を得る jとする者と，「種々の学聞の認識方法を学ぶj

とする者が相半ばしている。

そもそも一般教育なる概念は，専門教育なる概念に対置されるべきものとし

て提唱されたのであって，後者の意味・内容を明確Kすることなく，前者の意

味・内容を問うととは，それ自体問題であろう。つまり一般教育理念の混乱は，

いわゆる専門教育をも含めた新制女学の教育理念の混乱の反映である，と見る

ととも可能である。

したがって，一般教育の理念を明らかKするためには，一体，新制女学は，

学生K特定の専門分野の基礎的ないし応用的な知識を修待させる施設であるの

か，それとも専攻分野陀とらわれない一般的な教養人の育成を目的とするのか，

あるいは ζの両理念の融合をはかる場であるのか，またそうした融合は一つの

安全の枠内で可能なのかといった諸問題を；根本的陀検討するととが要請されよ

う。それは，とりもなお、さず，一般教育のみならず専門教育を含めた新制女学
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の教育理念についての根本的検討を意味するであろう。

3-2 ー：教育の実施をめぐる努力の問題点

一般教育の理念が不明確であるととに次いで，教養部内現状K関する第 2の

問題点は，そうした理念を明確化し，不十分ながら一般教育をその理念K治っ

て実施して行こうとする努力が，女学金体として慢性的K不足してきた，ある

いは不適切でありつづけた ζ とであろう。このような努力的不足あるいは欠陥

には種々の形態や原因が考えられるが，以下それを教養部以外的部局， ζとに

学部にかかわるものと，教養部自体にかかわるものに二分し，それぞれについ

てやや詳しく検討してみよう。

3-2ー工 学部側の努力の問題点

まず京都大学的教養部以外の部局，ことに学部Kかかわるものとしては，各

学部が，新制大学になける一般教育の意義を積極的に理解しようとぜず，一般 I

教育の実施K主体的K取り組まなかったとと，旧制女学以来的単部中心的な大

学観を固執し，大生運営のなかで学部を教養部K優先させる発想から抜け切れ

なかった ζと，さらにその反映として，学生なよび力リ宇ュラムの問題を，実

質的にはともかく，形式的Kは学部内専決事項とし，教養部をきわめて便宜的

な存在としてしか取り扱おなかったこと，などがあげられる。

前節で説明したとなり，戦後になける教育改革そのものが，日本のイニシア

ティヴによるものではなく，また一般教育の理念も日本の旧高等教育機関から

自発的に出されたものではなかった。専門的な研究と知識伝授をとととしてい

た旧制伏学0学部の自に，新制度下で義務づけられた一般教育が，大学にとって

異質なものと映じ，学部が ζれに積極的に取り組む意欲をもたなかったのは，

あるいは当然だ勺たかもしれない。京都大学的場合にも，新制底的発足時から

新入学生K対して一般教育課程の授業が開講されたが， ζ れを担当したのは，

旧第三高等学校の一部教員台よび他の旧制高等教育機関からいわば雑多に寄ぜ

集められた教員の集団であって，旧制大学の学部専任教員はほぼそのまま新制

六学的学部専任教員の地位に座りつづけ，もつばら専門校育K従事してきたの

である。もっとも，新制度下民合いて学部の専門講義担当者が教養部内一般教

育科目を講じた事例も皆無ではない。しかしその数はきわめて少なく，その内
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容も類似専門領域の基礎知識の羅列K終わるのが常であったロ旧制犬・学出身の

学部専任教員が一般教育について論ずる場合，ともすれば旧制高等学校のイメ

-:i vc基づいた発想をしがちであるが， ζれは新制女学の教育理念K対する無

理解を示すものにほかならない。旧制高等学校にむけるリベラル’工ジュケ－

bヨンは，ごく少数の工リートを対象とした教養教育的な色彩が濃く，現在の

ようK専門知識の細分化が進む一方，学令人口の 2割前後が女学教育を受けて

いる状況下では，一般教育の理念を評価する基準として不適当なことが多いの

である。

また，学部ζそーた学の中心的存在であるとする考えは，京都大学全体の組織

のなかで教養部の地位をきわめて低いものとする結果を生じてきた。たしかに，

次節で検討するごとく，一般教育を担当する専任教員の集団として，教養部の

ごとき職員組織が必要であるか否かは，それ自体重要な問題である。しかし，

現実にそのような教員組織を設けながら，その専任教員を大学内の他部局の専

任教員と区別し，かれらの研究・教育上の取扱いに格差をつけるととは，結果

として一般教育を軽視するととに通じる。京都大学教委部の歩／ιできた道は，

このことを雄弁に物語っているo さきにも述べたとなり，現在の教養部の前身と

なった教員集団は，新制大生の発足にあたって，なんらかの明確な教育理念を

実現すべく形成されたのではない。それは，旧制大学の観念からすれば異質的

な存在でしかない一般教育をともかくも実施ぜねばならない必要に迫られた各

学部が，便宜的Kスタートさせた教員の集団であった。しかも京都大学では，

との便宜的な教員集団をその後ながく京都大学「分校JK配属さぜる方針がと

られ，人事・財政を含む分校内運・営は，全掌的な機関である分校審議会的手に

ゆだねられていた。分校審議会は，主事，副主事のほか，各学部専任教授各 1

名，補導（学生）部長なよび若干名内分校専任教授で構成され，歴代的分校主

事はすべて学部専任教授中より総長が任命していた。もっとも，学部の講座数

や学生定数の増加 K伴って，分校専任教員の数が増加した結果，昭和2 9年K

は京都大学の内部措置として，分・校が教養部と改称され，分校審議会民代わっ

て教養部教授会が設置された。だが，この教授会Kは各学部から 1名ずつ派遣

された併任教授が参加して i,--t>，また教養部長の職も昭和 38年までいずれか

の学部専任教授により占められつづけた。教養部の専任教員が教養部長の職に
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つくのは，園の法令上「教養部Jの制度が公認された昭和39年以降のととで

あるa

と乙ろで，学部中心的な大学観は，京都大学になける学生金よび力リキュラ

らの取扱いに最も端的陀あらわれている。繰り返し指摘したどとく，教養部は

一般教育を担当する組織として存在してきた。けれども， ζ の組織は教員なよ

び職員のみで構成され，とれ陀所属する学生は存在しないのである叫京都大学

陀なける学生定員の決定，入掌試験，授業，修生年限，学士号授与，転学部等

学生Kかかわる緒問題はすべて各学部の専決事項とされ，学生は学部学生とし

て入学し，在学期簡を通じて学部学生でありつづける。また現行法令では，学

生は，在掌中氏一般教育科目，基礎攻育科目，外国語科目，保健体育科目会よ

び専門教育科目をそれぞれ所定の単位数以上履修するよう要求されているが，

京都大学陀お‘いて各科目にどのような講義を開講ずるかは，現行制度上．各学

部教授会の定める堂部規則陀より決ぜられ，教売部はとのうち専門教育科目以外の

科目的「授業な工び試験」を担当する組繰として位置づけられているにすぎな

い。しかも， A年の在生期rd］を教義i課程（前半）と専門課程（後半）に等舟し，

前半Kいわゆる教養科目（一般教育科目，基鍵教育科目，外l君語科目かよび

保健体育科自）を願修ずる建前がとられてきた結果．学生は，あたかも教養謀

程が専門謀糧の準備胡閣であり，かつ，前者は後者より学問的内容の低いもの

であるかのごとき印象を受けやすい。現K ，生生のなかには，教養科目は適当

に履修してなくが，専門教育科目の履修陀は力を注ぐとい勺た傾向が見られるし，

学部専任教員のなかには，所属学生が専門教育科目を履修し，就職まで決まったの

で，落第した教養科目 (T)単位を与えてやって欲しい，と教義部専任教員に申し

‘入れる者がある始末である臼さらに各学部とも，それぞれの所属生生に対し，教

養謀程の 2年次陀おいて相当数の専門教育科目を履修する ζ とを求めている。とれ

は，学生の教養科自の履修を圧迫する弊害をもたらし，また学生が教養謀程に

お、ける学習を干軽視する傾向を助長している。大堂教育の現状で，専門知識の修

得が中心的な位置を占めている事実は否定しえないとしても，入学に保して学

生のえらんだ専攻分野が，真にかれらの性向や能力に最適である保障はない。

本来一般教育は，個々の学生氏対し自己めなした越択の適否自体を反省さぜう

る契機を含んでいる陀もかかわらず，上述のごとき学部の姿勢は，との重要な
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機能をまっ殺する結果を生んできたのである。

3-2-2 教養部における努力の問題点

もっとも，教養部専任教員の側Kも，一般教育の実施陀対する努力が不適切

であったうらみがなくもない3ζ うした努力の不適切さないし欠陥陀も種々の

ものが考えられるが，以下特 K，一般教育のあり方陀対する体系的・長期的

なピジョシ (T)欠如，教養科目の内容に関する検討不足，さらにいわゆる一般教

育科目の現状の三者について，やや詳しく考察してなζ う。

前節で見たようK，京都大学に卦ける一般教育の現状については，教養部以

外の部局， ζ とに学部の責K帰すべき問題も多い。だが断わるまでもなく， ζ

れ陀ついて最大の責を負うべきは教養部である。その意味で第ーに問題となる

のは，教養部専任教員の間K ，一般教育のあり方K対する体系的・長期的なピ

ジョむが欠；高している事実であろう。現在，京都大掌教養部では，一般教育科

目，基礎教育科目，外国語科目，保健体育科目的 4種的科目が開講されてなり，

一般教育科目は，さらに人文科学，社会科生，自然科学の 5部門K分けられて

いる。いまそれぞれの内容はさでなくとしても，一体， ζれら 4種の科目は一

般教育の実施K不可欠絶対のものであるの有否か，それぞれの科目は他とどの

ようKつながり合うのか，それらは全体としていかなる総合性・体系性すもつ

のか一一一 ζ うした聞いに教養部専任教員がど ζまで自信をもって答え，かつ，

どれほどの自信K基づいて講義K臨んでいるのか，実ははなはだ疑問である，

といわざるをえない。とれら教養科目の構成や配分は，「大掌設置基準」で定

められたものであって，教養部専任教員が個別Kあるいは集団として種々の努

力を積み重ね，その検討や改良を積極的K推進してきた結果として存在するも

のではない。もっとも，一般教育のあり方陀ついて，たとえば京都大学を中心陀

関西地区の教養部専任教員有志Kよる一般教育研修会が過去K幾度かもたれた

ととはあるu しかしながら， ζ の種の研修会で参加者全員の同意を得るよう・な

ピジョジが確認されたためしはなく，まして ζの種の試みが教養部全体として

組蹴的陀取り組まれたととはない。教養部内専任教員は，各人各様の世界観，

教育観に基づくさまざまのイメージをいだきながら，それぞれ自己陀割り当て

られた学科目の授業と試験にあたってきたのが実情である。学生にとって，教

養科目が，種々の学問分野の断片的な知識の並列以上のものでなく，ぜいぜい
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将来の専攻分野の学習の基礎・準備的な意味しかもちえなかったのは，けだし

当然というべきであろう。

。一般教育のあ、り方K対する体系的・長期的なピジョシの欠落とならんで，個

個の教養科目の内容K対する検討が不足してきたととも，主としτ教養部の責

に帰ぜられるべき問題であろう。既述の現行 4教養科目のうち，基礎教育科目

は，当初から教義科目に入れられていたものでなく，昭和31年に制定された

大学設置基準陀より，専門教育の基礎または準備のための科目として新しく追

加されたものである。京都大学K台いても自然科学系の各学部は，自己の所属

学生K相当数の基礎教育科目的履修を義務づけてきたのであるが，現実にとの

科目の授業と試験を担当してきたのは，多数の教養部専任教員にほかならない。

だが，基礎教育科目は，その性質上，専門教育の一部をなすものであって，一

般教育？とととする教養部内専任教員が，とれを担当するととには疑問なしと

しない。

また外国語台よび保健体育児ついても問題があるQ 外国語については，とれ

を思考方式的練躍を兼ねた一般教育科目とみる見解と，自国語以外の言語で知

識を修得する手段であるとする見方が並存してきたが，前者の見地からすれば，

教養部になける外国語教育の現状は，必ずしも理想的なものとはいえないし，

後者の見地からしでも，教養部Kなける外国語教育が，各学部Kかける専門教

育のなかで不可欠の嬰素として生かされているかどうか，大いに疑問である。

さらに保健体育については，とれを専門教育科目とみなしがたいからといって，

直ちK教養科目K加え，しかも大学生活の前半にその履修を要求するととは，

保健体育的性格から考えても問題であり，また保健体育の授業内容Kついても

種々改善の余地が残されているように思われる。外国語なよび保健体育は，そ

れぞれの大学教育ひいては日本の教育制度全体のなかに卦ける位置づけを明確

にし，その意義が十分に発揮されるような措置を講ずるべきであろう。 その際，

ζれら科目の現担当者から，大局的な見地K立った建設的な発言のなされると

とが切望される。

ところで，一般教育の実施K関する最大の問題は，現在教養部に沿いて一般

教育科目として開設されている諸講義の実体であろう。既述のどとく，一般教

育科目は，人文科学，社会科学，自然科学的三つの部門K細介されているが，
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このうち自然科掌（数学を含む）部門の講義は，その多くが専門教育の基礎’

準備的な意味合いをもたされてきたことは，否定できないロ本委員会の「教養課

程の改善について」と題する答申の発表以前は基礎教育科目とされていた自然

科掌部門の諸講義が，発表後，一般教育科目として扱われながら，準必修的性

格を与えられているのは，その証左である。いまかり K ，物理学，化学，生物

掌等の講義は，それぞれの学問対象台よび研究方法に規制された一定の内容す

もつべきであって．そうした内容を教授することこそ一般教育の理念氏かな

うとの立場をとれば，聴講学生の専攻区分に応じて幾種かの物理堂，化学，生

物掌の講義を設けることは，かえって一般教育の理念K反する結果をもたらず

ともいえ£う 3 だが，それが京都大掌教養部陀なける自然科掌系一般教育科目

の現状なのであるο これとは逆K，人文科生，社会科学の両部門では，原則と

して全学部の学生を対象とした同一内容の講義が闘設されている。しかし，全

学部の学生を対象とするととは，講義の内容を一般的・概論的なものとしがち

であ P，講義内容の定型化・固定化を招いて，掌生の興味をそぎやすいロ ζれ

を防ぐため，講義内容？特殊化・流動化することは，一方で教員に過大な負担

を謀し，他方で一般教育科目の講義と専門教育科目の講義を区別しがたいもの

とするロしかも，京都大学教養部Kあっては，人文科学，社会科掌両部門の一

般教育科目担当教員数は，教養部の全専任教員の2割K満たぬ少数であり，開

講科目数でも，全体の 14. 5 % k過ぎないにもかかわらず，履修単位の関係で，

聴講学生の総数は，人文，社会，自然の5部門とも大差ない。かくして，前2

部門では，大教室を用いたマス・ヲロ授業K頼らざるすえない。人文・社会系

列の一般教育科目が，教萎課程ひいては大学の全教育課程のなかできわめて影

の薄い存在でしかありえない所以である。もっとも，たとえば「現代圃家」と

か「現代社会」のごときテーマを，歴史学，法堂，政治学，経済掌，社会堂等

の立場から多角的・相関的K分析する総合コース的な講義を教養部にお、いて開

設することは不可能ではない。それは教員側K相当の準備と緊密な協力体制を

要求するであろうが，一般教育の目的実現のためには大いK奨励されるべき試

みであろう。しかるK，これまでのととろ，一般教育担当教員たちが，自己犠

牲を払ってでもこうした企画を意欲的K推進し，実施した例は，皆無である。
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3-3 教員組織の問題点

前節までに見たとなり，京都大学にむける一般教育の現状は，種々の問題を

含んでいる。だが，この Iうな一般教育の現状ないし問題点は，その多くが，

教委部という教員組織の現状ないし問題点の反映であるo 裏から見れば，教養

部という教員組織は，京都大学にないて一般教育の置かれた現状を集約的・象

徴的に表現している，ということもできょう口なよそ制度はなんらかの理念K

基づいて存在する。一般教育の理念陀混乱があり．かっそれを実現する努力が

不備なところに，一般教育を担当すべき確固たる教員組織はありうべくもない。

つまり京都大学教養部は，一般教育を担当するための，まさ陀便宜的な教員集

団として発足させられ，維持されてきたのであって，この事実を離れて教養部

なる敦員組織の問題点を検討することは不可能であるふそうした前提を踏まえ

ながら，教養部の教員組織にかかわる諸問題を，以下，教養部専任教員の定数

と配分，専任教員相互の生問的つながり，身分区分のj贋陀考察し，最後陀教養

部のごとき教員組織の必要性そのものについて検討してみよう。

教養部が一般教育を担当するための便宜的な教員集団として発足させられ，

便宜的な教員組織として維持されつづけたことは，その専任教員の定数ぉ、よび

配分の問題陀，きわめて明白陀あらわれている。昭和24年新制京都大学が発

足した当初， 54名であった教養部（当時は分校）専任教員の定数は，現在

1 7 0名を越えているが，これは一般教育の理念をよりよく実現するために増

員されたものではない。教養部専任教員の定数は？も勺ばら学生数（全学部の

1・2回生の合計）を基準として定められてなり，いずれかの学部の学生定数

増加に伴勺て増加されてきたにすぎない。しかも学生 1人当り教員定数は，現

在までのとこ石，ほほー上Jであって，この比は，法堂部や経済学部と比較して
26 

も2分の 1以下，他の人文・社会科学系学部や自然科学系学部と比べると数分の

1であるo かような条件下で，教養部専任教員の教育負担（授業ノルマ）は，

ややもすれば過重になりやすく，これを防ぐため陀は，多数の非常勤講師K依

存ぜざるをえない。とくに大学設置基準Kより学生数 50名程度のクラス単位

で授業するよう定められている学科目（語学，数学等）の場合は，全授業の約

5分の 1-b•非常勤講師の手でまかなわれている。そこで，かり K教養部専任教

員の定数増加が認められたとしても，増加分は，外国語ないし基礎教育科目
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（たとえば数学や自然科学の実験コース）の担当教員へ割り当てられねばなら

ぬ必然性が強い。このととは，間接的K，一般教育科目担当教員数の増加をは

ばむ結果を生み出し，ひいては多人数講義陀頼りがちな一般教育科目の授業を

いっそうマス・ 7口化ずる傾向K拍車をかけてきたのである。また保健体育科

目は，その性質上，大生教育全体のなかで軽視されがちであったが，京都大学

教養部陀ないても担当教員の授業ノルマが最も高く，かつ非常勤講師への依存

度も最大の堂科目となっている。いま教養部専任教員（昭和46年4月現在の

実員による）の担当科目別構成すみると，一般教育，基横教育，外国語，保健

体育の各科目の担当教員数は 36:85:63:12の比率となっている（こ

こでは，自然科学系お‘よび数学の担当教員を基礎教育科目担当者として算定し．

たが，この両者陀あ勺ても，一般教育的講義がいくつか開講されているので，

この数値は多少の流動性をもっ〉。このような人員配分は，上述のようにして

形成されてきたものであるが，果たしてこれが一般教育の実施に最もふさわし

い教員組識のあり方だといえるであろうかJ

教養部専任教員相互の学問的つながりの問題もまた，己の教員組織の便宜的

な性格を如実陀示している。繰り返し指摘したと台り，教養部の教員構成は，

本来各学部の所属学生陀対し一般教育を施す目的陀治ってできあがってきたも

のであって，一般教育，基礎教育，外国語，保健体育の 4科目の担当教員が，

混在して一つの教員組織を形成していることに，な人の学問的な必然性もない。

この事情は，たとえば学部陀新講座が増設されたり，附置研究所が新設される

場合と，根本的陀異なっている。その結果，教養部専任教員は，相互陀なんの

学問的なつながりももたないこどが多く，これは異なる学科目の担当教員閣の

みならず，同一学科目担当教員相互間Kもあてはまる事実である。つまり教養

部陀台いては，同一学科目の担当者同志でも相互の学問的業績を的確陀評価し

合うことがきわめて国難な状態が，ある程度恒常的に存在するわけであり，異

なる学科目の担当者相互間では，との種の困難はさら陀増大する。したが勺て，

教養部専任教員の人事に関し，「教養部会体K共通する学問的業績評価の基準」

を設けることは不可能陀近く，結呆として，文字通りの年功序列方式がとられ

やすい雰囲気をかもし出している。現在，京都大学教養部専任教員の人事につ

いては，教授会が選考委員会を選出し，この委員会の報告陀対し投票で可否を
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決める手続きがとられているが，上述の諸条件を考えあわぜれば，この手続き

自体に問題がないとはいいがたいのである。

人事の基準と関連して，教員組織としての教養部氏ついては，いわゆる教員

の身分区介も大きな問題を含んでいる。前章までに検討したどとく，講座（研

究所Kあっては部門）制に基礎を撞く各学部ないし研究所の場合，教授，助教

授，講師，助手といった専任教員聞の身分区分は，それなりに学問的な存在理

由をもっている。教授は，各講座K関する重要事項を処理すべき権限と責任を

与えられ，通常，他の講座構成員の学問的指導者でもある。しかしながら教養

部の場合，こうした条件は原則として存在しない。後Kも見るように，京都大

学教養部では，講座制でなく学科目別が採用されているが，学科目制の問題を

離れでも，本来教育のための組織である教養部の専任教員は，とうした身分区

分Kなじまない性格をもっている。現在，法令上， 26を数える教養部の学科

目のなかKは，数学，英語，物理学のように担当教員数が25名を前後するもの

もあり，反対K社会統計学や中国語のように 1名しかいないものもある。しか

も，担当教員数の大小にかかわりなく，教養部専任教員は，原則として個々人

が独立した教育者，研究者であり，同一学科目担当教員の間でも学問的な師弟

関係は柿Kしか見受けられない。さらに教養部氏恥いては，授業ノルマが教授，

助教授，講師を通じて学科目ととにほぼ同ーであり，場合によっては行政的な

職務にも三者が対等に従事しているため，このような身分区分は，無意味どこ

ろか有害な存在とさえなっている。ちなみに，現在教養部の教授会には，専任

の教授，助教授，講帥のほか，助手企よび教務職員も参加している。教養部の

専任助手は，教養部が教育を任務とする建前のゆえに，その定数が極度K少な

いのみならず，職務的にも，教授等の研究を助けゐよりも授業の補佐をなす機

会が多く，事実上，学生の実験，実技の監督・指導Kもあた勺てきている。教

務職員の勤務内容も助手と変わらず，助手の定員不足を補うため，事務職員の

定数を借りる便法として，この職名が利用されてきたにすぎない。

ついでながら，とのよう K各専任教員の独立性が強く，しかも助手，教務職

員が少数のうえ，授業の補佐をその主務としているので，教養部氏砕いては，

個人的な研究の自由が大、幅に保障されている反面，たとえば自然科学系学科目

の専任教員が大型ヲロジェクトの研究を進めることは極度に困難である。もと
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もと教育のための組織であるとはいえ，これは教養部専任教員の研究活動Kと

って大きな制約とな「ている。

ところで，一般教育の理念すめぐる混乱はさてお、くとしても，一般教育を適

正K実施するため陀は，教養部のどとき教員組織が絶対比必要なのであろうか。

この間彊を検討するためには，なそらく，現在の教養部専任教員の教育者名、ょ

び研究者としての地位を，学部ないし研究所の専任教員のそれと対比すること

が有益ではないかと思われる。

既述のどとく，旧制大学以来の学部中心的な思考方式の背後陀は，大学陀な

ける研究は教育K優先し，かつ，研究，教育を問わず，専門的なものは一般的

なもの陀優先する，との暗黙の了解が存在するようである。専門研究者たる学

部専任教員は，一般教育者たる教養部専任教員よりも「大学人」として優先す

べきであるとの発想は，実はここから出てくるのではなかろうか。現在まで

のところ，京都大学の各学部が講座制K基礎を置いているのに対し，教養部は

学科目制に基礎づけられている。たしかにこれは，教員個人当りの文部省配当

研究費全よび旅費陀関し，学部専任教員が教養部専任教員より約 2倍も有刺K

扱われてきたことを意味する。だが，このような差別の心理的な裏付けは，予

算の制度的配分陀先立って，すでに存在していたのではなかろうか。京都大学

の専任教員の間で，教養部K勤務することが必ずしも歓迎されなかった事実は，

そうした心理の存在を裏書きすると考えられる。 しかしながら，現在の教養

部専任教員も，本来，一般教育の担当者たるべく特別の学問的訓練を受けたわ

けではなく，いずれかの学問領域の専門家として研究陀従事してきているので

ある。だがかれらは，たまたま教養部K配属されたがゆえ陀，自己の専攻分野

の諸問題について，より一般的あるいは基礎的な観点から学生に解説するよう

要請されているにすぎない。だとすれば，学部や研究所K配属されたかれらの

同僚たちも，かれらと同じ程度K一般教育を担当する能力？もつはずである。

をた，研究者として見れば，教養部専任教員の多くは，教養部以外の自己の出

身学部や関係研究所とつながりをもちつづけている。そしてかれらの研究者た

る能力を判定する基準は，学部ないし研究所陀動務するかれらの同僚たちの

研究能力を判定する基準となそらく同一であるべきだろう。すなわち，教育者

としても研究者としても，教養部専任教員を学部や研究所の専任教員と区別す
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る必要は，全くないと結論しえよう。

本委員会の答申「教養課程の改善KついてJvcよれば，一般教育と専門教育

は相補的在性格のものであって，いかなる専攻分野の学生にとっても「一般

教育Jであるような固有の学問領域は存在しない。専門なよび一般というのは，

いずれも相対的な概念であって，ある学生にとって専門教育であるものは，そ

のを主他の学生にとって一般教育たりうゐのである。また，第 I部「大学の任

務」によれば，大学にないて教育者はすべて研究者でなけれはならず，研究者

も吏た教育者たりえなければならない。これらの趣旨からすれば，「教育者と

しても研究者としても，教差部専任教員を学部や研究所の専任教員と区別する

必要はない」とする前述の結論から，さら陀進んで，「一般教育を適正陀実施

するために，ことさら陀現在の教養部のどとき教員組織を設ける必要はない」

との結論が導き出されるであろう。一般教育と専門教育の嗣係を上述の答申の

ごとく理解するかぎり，いかなる専攻分野の教員組識も，専門教育とならんで

一般教育を担当しうるからである。

もっとも，一般教育を実施するために，現在の教養部のどとき教員組織が必

要でないと結論することは，現存の学部組織が専門教育とならんで一般教育を

適正陀実施し．うる，ということきまでも意味するものではない。あるべき大学教

育のなか陀なける一般教育と専門教育の問題は，教養部の枠陀も既存学部の

枠にもとらわれないでミ十二分陀検討されるべきであり，その隙，従来学部の

壁陀妨げられがちであった数種の専攻分野にまたがる総合的教育なよび総合的

研究の重要性が，特別陀留意されるべきであろう。さらK ，指摘済みのごとく，

あるべき大学教育，ひいては教育体系全般のなか陀なける外国語，保健体育の

問題についても，慎重な検討を加えることが要請されよう。
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第 6章 研究所の現状と問 題点

.(.-1 研究所設立の経過，趣旨と内部構成の変遷

京都大学になける諸研究所の設立の経過を見ると，さきtざをな形態をたどっ

たことが見られる。 特’陀古いものには現在とられている設置過程とは異な勺

たものがある。たとえば，その前身が学部附属の製造所・実験所・大学の施設

や学外の公私の研究所であったものが核となり，発展しあるいは統合され部局

としての附置研究所Kいわば昇格したものがそれであゐとれに対し，新しいものに

はそのような前身がなく新設されたものが多い。

いずれにせよ設置の基本的趣旨は，その時点K台いて重点的K発展を促進する

べき研究課題（それは学問上の要請のみならず桂会的な要請K応ずることが直

接の目的であったとともある），境界領域の開拓，総合的研究などで，しかもそ

れがい交た学問として十分体系化されていなかったり，あるいは，必要設備が

規模として大きすきγてりして，教育の義務を伴勺た学部の教員組織や研究形態

では，研究そのものと教育との調整が困難であるものについて，独立した部局

をつくり，それに専念する研究者を置いて学問の進歩K寄与しようとするもの

であった。しかし設立以後，その組織・運用の実態がその趣旨K十分適合した

ものであ勺たかどうかは，問題のあるところである。

たとえば制度上の問題としては，戦前設立された研究所Kあっては，官制上，

助教授以下の定員が主体であって，専任教授の定員の配置はきわめて少なく，

をた研究予算についても謀題ごとに申請して配分を受けるというような形をと

勺ていた。をた一般に，学部の教授が所員として参加して「研究室」が形成さ

れ，いわば学部・講座の出店の集変りという形をとるととも多か勺た。そして

それはそれなりに成果をあげてきたのであるが，この聞に研究所教員と学部教

授との聞の研究所に対する見解の相違カミら，研究所人事や運営をめぐって摩擦

を生ずるに至・ったこともある。 特 K ，設立の古い昇格型の研究所の中には，

研究所内の研究・人事・違営等の実権を学部専任の併任教授が握り，研究所

内 K獲得した「研究室 jを既得権として相続きせ，定員を学部人事

のうールのどとく取り扱ったりする弊があった所もある。戦後学制の変革K伴
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い研究所Kも専任教説定員が順次配置され，組織も現在の部門制，すなわち文

部省陀より正式K認められた一つの研究単位として機能しうるような予算人員

をもっ部門の集りという形がつくられてきたのであるが，古い研究所陀卦いて

は旧時代の意識がぬぐわれず，上述の弊が相当長期間残存していた。吏た形式

的には部門という建前Kなっていても，その運用陀関しては必ずしもこれ陀と

らわれず，かなり自民通性をもたして流動的陀研究体制を形成していた所もある

が，一方部門の壁ともいうべき強い閉鎖性の見受けられる所もある。

このように現在ではほぼ部門制がしかれるようになり，研究所が独立して機

能を果たしうるよう陀なってきたが，まだ，定員・予算等の規模K卦いて不十

分なものも見られる。

ここで発足のいきさつや変遷はそれとして，現在ならびK将来Kついて研究

所の存在意義とその運営陀ついて改めて検討しなければならない時期陀きてい

るといえようっ

4, -2  研究所φ存在意義と現実

大学の現研究所の形態はこれを次の三つの類型陀大別できるであろう。

1 ）特定のかなり明確な大局的目様をかかげたもの， 2）設立後長い年月を

縫て多様性K富んではいるが，その目的・特色のとらえがたいもの， 3）共同

利用研究所。

研究所が前述（ 4 - 1）の趣旨K治勺て活躍している場合は第 I部「大学の

任務JK照らし，その存在意義は基本的陀は十分あると考えられるが，だから

といって研究所が現状のままでよいというものではない。上述の類型の中で，

1 ）はそれが本来の機能を果たしている限り問題はないであろう。 3）の共同

利用研究所陀ついては，各大学では持ちえない巨大設備を備えて研究の便宜を

計るとか，全白の同じ分野の研究者のセシターとしての役目をするのが，主な

目的と理解される。これらの研究所陀は専任の研究者が置かれているが，それ

は単陀オペレーターや事務機構のみでは高l支の研究を遂行する使命を果たしえ

ないという重要な理由があゐからであり，それらの人々は現法制上必然的陀当

該大学に所属すること陀なる。

共同利用研究所は設立の経緯からいっても，管理・逼宮陀学外者を参加させ
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ることが普通であって，その主目的が当該大学内外の者陀均しく開放されると

ころ陀ある以上，本質的Kは 1大学に附属すべきものではないという意見もあ

るが，現在，研究の自由が保障されるためKは大学附置以外の方法がないとい

うのが実情である。一方，研究の大規模化，複雑化とともに相当な巨大設備を

大学自身で持つ必要性が次第に強建ってきたことも事実であり，このような意

味で逆に大学附置研究所が多少とも共同利用研究所的な性格者？持つべきである

という意見もある。

次氏類型 2) trcついてであるが，これを論じる前陀一般的な問題として次の

ことがいえるであろう。研究所の存在意義が上述のどとくであるとする以上，

小は部門から大は研究所そのものをでが，研究の発展陀応じて流動的陀再編成？

再発足などを計画し，機能的に運用されるのが本来の姿であるはずである。

現制度では，研究所自体はもちろん個々の部門についても，その内容を変更す

るととは制度上容易でなく，をた研究所在籍人員も簡単陀は移動さぜることが

できない。今目安で研究所内部あるいは研究所全体として，研究の目標を新し

い学問の流れに治うようKする努力が続けられ，それに成功した例もあるが，

一般的にいって研究所が学部と同じく固定的な組織Kな弓て卦り，その再編成

がきわめて困難であることは問題である。たとえ制度上の制約があるにせよ，

各研究所は内容的に絶えず自己変革？とげ，時代とともに脱皮して行く努力が

必要であろう。

きて 2）は存在意義についてややもすれば誤解を受けやすい型である。しか

し多様性ということは第 I部「大学の任務Jにあるどとく，大学の本質的特色

であり，研究所が総合性・重層性陀よって裏付けられた基本的最終目標を志向

してhるならば，そこで行なわれている個々の研究が，たとえ一見散漫陀見え

るとしても，学問の迂回性という本質から考えて特色ある一つの行き方である

ということができる。

し7少しこの型K属すると考えられる研究所については，この際改めて，その

存在意義をどのよう陀明確K主張しうるのか，その主張K治って内容的にどの

ような体制をしいているのか，全たどのような変草を必要とするのかについて，

広〈関係研究者の閣で検討されるべきであろうム
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4, - 3 研究所における研究と教育

研究所で行なわれている研究と学部K合けるそれとは，研究のすすめ

方や傾向に異在るととろがありえても，木質的Kは，差異は左い。教員

としての面で異在るのは，研究所の専任教員は，普通，学部学生に対し

て教育を行在っていないというととである。これは，一面では，特殊分野

．境界領域・未開発分野の開拓，総合的研究K専；怠するという設立の趣旨K則

したものということができる。しかし，とれが最も適当であるといい切れるか

否かは問題のあるところであ勺て，研究所ないし研究所教員が学部学生や大学院

生の教育にどの程度寄与すゐべきかという点については複雑な要素が含主れて卦

り，一律かつ簡明氏表現できるととではないが，少なくとも第 I部「大学の任 l

務Jから次のことはいえるであろう。

研究・教育を一体として遂行する大学のー構成組織である以上，研究所ない

し研究所教員といえども，全体として見たとき，学生・大学院生の教育K全く

無萌係で何も寄与しなくてよいというものではない。それぞれの理由民より，

責任の程度やその具体的方法K差はあれ，原則的陀は，研究所としての研究遂

行上重大な障害Kならぬ範囲で教育K参加すべきものであろう。しかしどこか

らが重大な障害になるのかということになると意見陀幅がある。たとえば，研

究所によっては，大学院生の存在は研究所の機能を果たす上K好をしくないと

考えている分野もあるが，研究所も若手研究者の養成を計り，新陳代謝を促進

して研究の沈滞を防ぎ活気のある状態を保たなければ左らないという機関自身の

使命遂行上の要請から，若手研究者，大学院生の不断の導入は不可欠であると

の意見の方がむしろ大勢を占めている。教育が，元来世話のやけるものであり，

短期的K見ればある分野では研究の邪魔にさえなりかねないのは事実であって

も，研究所という小さな枠内でこの問題をとらえその不利のみを重視して新鮮

な血を受け入れるととを計らないとすれば，それはその学問分野の将来を考え

ない近視眼的な態度というべきであろう。むしろとの問題は，後述するように，

今後戸部・研究所の形態ならびに学生・研究者の人的交流の方式をいかにする

かという課題陀属するととであろう。従来，研究所教員は，原則として学部学

生氏対しては，学部の要請に応‘じ非常勤講師として講義を担当し，あるいは実

験・論文研究の指導を行なうことがあり，をた近年比至って教授と助教援は研
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究科に一員と Lて加えられ．大学院生の一部を研究所に収容し研究指導を通じ

教育に参闘するように在った。、しかし省令陀より研究科は学部講座を基礎とし

て携成されて軒丸研究所それ自体が独立して研究科を組織し，大学院生の教

育K全責任を負う形態はとりえ左い。

近年研究所の各部門を基礎として大学院生定員が正式K配当されたが，上述

の理由Kより，それはそれぞれ関係の深い研究科Kその定員を加えるというと

とと，研究所教授（部局によっては助教授も）が研究科会議の正式在一員とし

て加わるという形で具体化されたのである。しかし研究所Kよrては研究科会

議に参加してい左い所もある。

大学院生が研究所に研究の場を求めるととを希望した場合，’それに応じうる

ように門戸を聞いであるという現在の方式は，研究と教育とを調和させる一つ

の措置として有効左ものと思われる。しかし，ととにも問題があり，たとえば

研究所のある部門に研究の場を希望する大学院生があっても，その部門教授が

所属している研究科なよび専攻とその大学院生の所属が同じで左い場合には，

受け入れるととができ、在い。また研究所教授が交替し所属研究科を変えようと

するとき，もとの研究科から大学院生定員を移す乙と左どについて抵抗がある

ととが多い。とれは学部（す在わち研究科の主体〉の研究所に対する理解不足

に基づくものと思われる。とれらも次節で述べる交流の問題に関連するもので

あって，いわゆる学部・研究所聞の壁という問題として検討を要するととである。

また，一方では，研究所の使命から昆ても，むしろ積極的K大学院生を受け

入れるべきであるとする論もあり，現在の受身的受入れ体制を不十分であると

い研究所の立場から自由に実施でき左いととを現在の制度，慣行に恥ける問

題点として強調する者もある。問題の本質は， 「大学Kぉ、ける研究所Jとして

教育と研究Kどのよう左理念でのぞむべきかに存し，したがって，との点につ

き，大学全体としての原則を確立することが必要であろう。

4,-4, 学部と研究所との聞における人的・機能的交流

現在では，研究所は研究組織の編成も人員配置の形態も制度上では学部とほ

とんど同型であれこの点にないて学部と研究所との聞にお、ける教員の交流，

研究・教育面での協力関係も，本質的Kは学部間Kぉ、けるのと同じ問題を含ん
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でいる。これに加えて特 K京都大学にないては，かつて研究所が学部の第 2

箪的存在であり，またそのように仕立ててきた古い感覚をい吏だぬぐい切れな

い風潮も一部陀は残っておゆ，教員の移動に関しては昇格の場合以外陀学部刀、

ら研究所へという例はきわめて少なく，一方交通が通例であった。しかし今回

、この考えは急速に変化しつつあり，問題点としては大きいものではないよう陀

判断される。将来，学部・研究所の区別をなくする大きな組織変更が行なわれ

た場合はこの問題は当然なくなるのであるが，たとえば今後も研究所と学部と

がそれぞれの特色を明確化して存続することとなれば，この問題は広く一般的

陀部局間vc;.I:, ...ける教員の移動の問題のー壌として検討されるべきである。

次陀若手研究者（助手・博士課程大学院生など）陀ついては，学部・研究所

といわず最もふさわしい研究の場K自由K移動ができることが特陀本人の将

来陀とって好ましいことであるが，現実陀は大学院生の移籍の自由はほとんど

なく，助手についても大きいとはいえない。もっとも助手の職務は研究のみで

はなく，部局陀なける教員として他の業務陀もたずさわるべき責務があり i部

局の人的組戦が，職責を呉氏すにる種々の職種から構成されている以上，定員の

交虫Kは大きな制限が附随するので在宿する講座・部門等陀をける職責陀支

障をきたさない範囲で，他部局研究者との共同研究，その他講座・部門単位以

外の研究組破に，自由K宰加しうるような方途を考えるべきであろう。このこ

とは実は若手研究者陀限ったととではなく，また現在禁止されているわけでは

ないが，特に奨励・助成されているわけでもない。若手研究者の聞には， ζ

のような研究交流陀参加することを個人としていいだすことが困難であるとい

う不満がある。との点は部局同はもちろん，講控・部門の責任者が十分考慮す

べきことである。

なな研究所の一つの形態として，専任の研究者を重量かず，設備と補，助要員の

みを置き，全学的陀研究者が個人で吏たは集合して，ある期聞をとまって研究

をしにくるところ托せよとの意見もあるが，研究所出独立して研究所設立の趣

旨陀治って研究を遂行する使命があり，かり Kそのような要望K こたえるとし

ても， 特陀自然科学系では高度の研究ほど設備の融通性陀乏しいのが一般で

あり，補助要員の定員陀乏しく，をた部門聞の流動性陀も欠けるので，あらゆ

る方面に適用できるとは限らない。したがって，汎用設備を置いた一種の貸研
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究室的研究所というものにするとしても，それが高度の研究の場としての意義

を持つためには，組織・制度上，抜本的な改草が必要であろう。ちtたかりに，

専任研究員を持つこの型の研究所を設けるとしても，その場合陀は，その研究

所を既得権益保持者の集りとして固定的閉鎖的なもの陀し左いよう十分保

証する制乏が必要であろう。しかし，上記の考え方Kは研究所K限らず全学的

K考慮に値する一面がある。それは大学の研究がその大学のみで閉鎖的K行な

われるものではなく，全国的ないし世界的K他の研究者陀 S，少なくともその

一部は開放されるべきものであるという観点からみて，程度の差はあれ詳部・

研究所は，部升的には共同利用研究所的な色彩を帯びるはずであるからである。

そのためには外国人留学者を含めて，自由で流動的K使用可能なポスト・場所

・予算？用意するべきであり，さらに欧米各大学で行なわれている休暇年度（サ

バティ力 JI; ・イヤー）の制度？とり入れ，研究所卦よび学部教員が任地を離れ

て広く共同研究K従事できるととがきわめて重要である。

共同刺用研究所にないては，その本来の趣旨陀治って，上述の問題K対して

一般の研究所に比べ特殊な配慮がなされてはいる。たとえば学外からの研究員

K対する旅費の配当があるが，希望者の増加と物価の上昇とに追従しえず不十

分な交をに留をつて卦り，空た海外との交流のための外国人の旅費・滞在費の割

当も不十分で，所期の目的を十丹には達成していない。

なお、，共同利用研究所の中Kは，その趣旨陀則し教員の任期制が設けられて

新陳代謝を強制的K行なっている所もあるが，任期制を設けることは，一大学

・一部局のみで処置がすむものではないだけK ，その採否Kついては慎重であ

るのが現状である。
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第 5章 医学部附属病院の現状と問題点

医学部は，巨大な附属病院をかかえ，他の学部と異なって研究・教育のほか

に診療という三つの機能を担ーっているととろに特徴がある。今日の医学部の

かかえる困難の多くはこれに由来している。

附属病院は，本来，国立学校設置法施行規則Kよれば，医学の「教育・研究

のための施設」とされているが，実情は。教育・研究のために診療が行なわれ

ているというよりも，むしろ診療を通じて教育・研究が行なわれているという

方が適切であるo をた自然発生的に地域病院としての役割も果たし，高度の診

断・治療を必主主とする場合，それ陀従事しているのが実状であるo

一方，医学部では，学部教育児関して全教科目陀必修度が高く，かつ，臨床

実習は社会医療の入りくんだ附属病院を中心として行なわれていることに特色

があり，をた，学部卒業後の医師の研修のための機能が，きわめて大きな比重を

占めている。医学部の臨床系の講座vcj,,－－いては，「教育・研究・診療Jの基礎

単位としてのいわゆる医局が存在し，そこには正規の教職員，大学院生以外に，

すでに医師の免許証をもっ多数の医師が，身分の不確定な形で，いわゆる無給

医として存在してきた。

6-1 附属病院の性格

医学部氏なける診療機能の占める比重はきわめて大きい。附属病院は，紛争

前陀は， 80 0～ 9 .0 0名の入院患者， 1日平均 13 0 0名の外来患者を扱っ

ていた。しかし教育・研究・診療の機能を教員（講座制陀基づく教員 92名おま

び附属病院所属の教員 13 2名。陥和44年 10月現在）のみによ勺て遂行す

るととは到底不可能であり九それには約 3 0 0名の医師の増員が必要と見積ら

れている。したがって， 5- 2 VC述べるように，とくに診療と研究とが，現実

陀は，いわゆる無給医の存在によってささえられてきた面が大きか勺た。

・（註）京都犬学医学部附属病院に卦いては，とくに他大学のそれK比べて

助手数が少ない。
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実際，医師免許証を持てば，他の市中病院では正規の職員になりうるが，こ

れらの市中病院は，若い医師にとって附属病院に比べ研修の場としても，吏た

研究の場としても劣っていたことから，結果的陀，これらの医師は附属病院に

卦いて無給で臨床研修を行ないながら，診療あるいは研究に従事すること Kよ

り，病院の機能の大きな面をささえてきた。

このように診療や医師養成の現実の機能に見あうだけの正規のスタッフが十

分に保証されていない原因は，附属病院の設立当初の状況にをでさかのぼる。

医学部には講座定員のみが長かれていたが，そとに診療現場が設置され，看護

婦と事務員が配置されただけで，診療要員がつけられずに出発したことが，現

在K吏でひずみとなって尾をひいている。実際，昭和 43年医師法改正までは，

医師研修は附属病院の機能として法律上明文をもって規定されていたわけでも

なく，研修者には副手（無給）という学内的取扱いがなされていたにすぎなか

っ7之。

5-2 卒後研修一いわゆる無給医ーの問題点

医師の職務上の責任から見ても，医学教育が現在の国家試験陀よる医師免許

取得主での 6力年の学部教育のみでは不十分であり，さらに高度の研修が必要

とされることは否定しがたいところであるJ

問題の第 1として，そのような医師研修の場を提供しうる条件をそなえた機

関は，少なくとも大学以外にはきわめて少なかったという事実が指摘されねば

ならない。第 2陀，その大学iic:1:,－.いても，上にもふれたように従来の医療行政

の中では医師研修は制度的陀何らの裏付けを与えられて卦らなかったし，建た

正規の職員のみでは診療機能を完全陀果たすことすら不可能な情況陀あった。

むしろ研修の名のもとに， ζ の研修を望む医師の無償の労働陀負って，附属病

院の機能はささえられてきたのが実状であった。第 3K，これ受で，研修は，

個人の投資であるとみなされ，受益者負担の考えが，無給医の無償医療行為を

合理化してきている。他の社会的職業の場合K照らしてみても，給与の対象と

しての労働と職業的訓練・研修は並行してすすめられるべきものであるにもか

かわらず，医師免許証を持つ医師の無償医療行為が，実質上．半ば必然的左もの

として行なわれてきたことは，きわめて不合理といわねばならない。第4とし
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て，附属病院が，不完全ではあ勺ても，ほとんど唯一の医師養成機関であると

いうことは，同時陀ぞれが社会陀対する唯一の医師の供給源であることを意味

する。したが勺て，ほとんどの市中病院（個人的開業も含めて）は，人的関係

を通じて附属病院と不可分な関係K結ばれ，いわゆゐ系列病院のシステ心が形

成されている。このような背景の下児，若手医師Kは学位の取得が一つの目標

であり，立た市中医按機関が無給医を医自治不足の補いのために雇用し給与を2支

払ってきたという事情がある。これが長期にわた勺て無給医を医局K拘束する

大きな要因となっていた。

紛争前約60 0名陀のぼった無給医の実状については，附属病院の臨床研修

や研究室陀なける研究を中心とする常勤的なものから，他病院陀勤務し月数回

程度現われる名目的なものをで，大きな幅があった。しかしながら附属病院を

中心陀研修なり研究？すすめてきた人々にとっては，長期にわたる無収入の生

活？ささえるため，本来の研修活動を犠牲にして，みずからの内職に頼らざる

？えない状況になかれてきたといえよう。

最近にいたり，昭和 43年 5月の医師法改正を契機として，同年 10月の文

部省通達陀より医師の卒後2年間jの研修陀つい℃給与，勤務条件その他の裏付

けがなされ，吏た診療要員として新たに医員制度が設けられた。この研修匿な

よび医員の両者とも非常勤公務員として一定の給与が支払われている。これは

従来K比べれば，ある程度の改善ではあるが，教員の増員が行なわれず，非常

勤職員という身分のあい吏いな層を付加したという意味陀£いても満足すべき

ものでなく，問題を将来陀残している。

附属病院の果たしている医師研修の機能そのものを問題とし，むしろそれを

附属病院から切り離して他の適当な機関陀ゆだね，附属病院は医学部と共陀一

体となって医学教育陀寄与しうるよう改めるべきであるとする意見もある。し

かし，その場合，医師研修の困難な課題を大学が単K回避するということでは

なく，これ吏での責任からしでも，附属病院陀かわるべき研修の公的機関のあ

り方を真剣K考える必要があろう。

附属病院は元来，研究・教育のため陀存在するものであり，市中病院と異な

って患者の選択が行なわれるが，病院である以上は地域病院としての性格を全

く無視することはできない。しかし，現在外来患者については市中病院の様相
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を模くしていること Kは問題がある。

6-3 医局制の問題点

医学部にかけ tる基礎系講座のあり方は，大すじにないて第 2章K述べられた

他学部と共通するものと考去られるが，臨床系講座は，研究・教育のほかに診

療の基礎単位として，固有な機能子も勺ている。ところが実際Kはこのほかに，

従来，医局と呼ばれてきたところの，医学部の臨床系講座と附属病院の診療科

とが重なり合勺た慣行上の組織がある。これは無給医をそのうちに含み Lこれ

らカト称とな勺て研究・教育・診療を？遂行するものと了解されている。さらK医局制

という言葉には，ここ』ていう医局自体のほか，さら K広く，その医局のも勺て

いた，関連病院との聞の人事についての影響力という意味受でも含んでいるロ

a ）研究の状況

臨床系に なける医学は，必ずしも基礎系医学に依存するということではなく，

具体的な疾患を対象として独自に研究が進められゐのが現状である。医学全般

の高度の発展のためには，もとより両者の聞の真の学問的交流が不可欠である

が，現状は必ずしも満足すべき状態にはない。実際，医学部の教員のうち臨床

系研究者のみが巨大な附属病院の運営に関係をもつことから，基礎系との聞に

違和感が生じがちであり，医学部としての学問的K統一的な機能が果たされに

くい。

わが国の，特 K戦後K長ける臨床医学は，国際的Kみても，かなり高い水

準K達している。しかし，このような水準の確保は，さきに述べた多数の無給

医の無償の研究Kよって，かなりの部舟がささえられてきたことに注意しなけ

れは、ならない。

b）医局と学位制度

病院に在籍した多数の無給医にとって，入局の目的は本来の臨床医学の研修

を進めること以外K，学位の取得に大きな比重があったといえる。上陀ふれた

ように，医局の研究・診療という中枢機能は，この無給医の無償の奉仕によっ

てささえられてきたのであるが，それを可能にしてきたのは，最終的K，学位

の授与と就職K卦ける人事とをすべて医局の長である教授が実質的陀掌握して

いたという前近代的な要素であ勺たということができょう 0 ＂またこのような体
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制が維持されてきた背景として，附属病院が社会K対する唯一の医師の供給源

であることを通じて，大学と市中の系列病院とで形成される閉鎖社会の存在が

指摘されねは、ならない。したがって医局制の問題は，単K大学内部K閉じず，

日本の医療体系K結びっく社会問題でもあり，一大学医学部の改革のみをもっ

ては解決が困難であるo，しかしながら，少なくとも学位制度については，それ

が現実陀は社会的な権威づけを付与する面が少なくなかったところに問題があ

り，現在故善のための努力が重ねられている。

一方，教授を中心とする医局の遥営にあたるスタッフは，このような医槙体

系をはじめ，研究・教育・診療の貧困な環境を積極的K改善する努力を十分K

払わず，かえって多数の無給医を掌握することによって，その貧困さを補い，

かつ，それを通して内外になけるみずからの地位K安住してきたうらみがあっ

7亡。

C ）身分制

医局にないては，しばしば指摘されるように，上述の無給医を底辺托して，

さらKスタッフの聞にも助手，講師，助教授，教授という身分制が強固K働い

ていた場合が多い。医学の分野では，一般に助手，講師，助教授K代表される

層は，他分野と異なって，若手研究者を意味するよりは，むしろ年令的に見て

もすでにそれぞれの分野K相当な経験と権威をもっ専門家であゐ場合が多い。

Kもかかわらず，教授の権限が絶大K近く作用してきた原因として，一方Kは，

さきにふれた社会との関係陀 ::t,－－.ける教授の特権的な立場があげられる。他方，

学内K会ける要因としては，管理・運営の重要事項が，教授を中心とした病院

協議会Kよって実質的K決定されていた点が指摘されゐ。

5-4, 看護婦など医療関係職員の問題点

現在，病院のかかえる深刻な困難として，全国的な問題である看護婦実員の

著しい不足があげられる。そこでは不十分な定員数もさるととながら，待遇，

勤務条件が不十分であるととと志望者が少ないことが悪循環を繰り返えして，

今日の事態K立ち至勺ている。そのうえ退職などによゐ看護婦の移動はかなり

はげしい。附属病院の場合，看護婦の勤務状態は，「国立大学病院K勤務する

看護婦・准看謹婦宏よび助産婦の夜間勤務規制等陀関する行政措量の要求J陀
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ついての人事院判定（①複数による夜勤制，②月 8回以下への夜勤制限，③週

4 4時間勤務）のうちの夜勤制限若干いをだ守るととができない状況陀ある。現

在ある 1.0 0 0ベッドの診療の機能を確保するため陀は，附属病院としての性

格から看護単位数が多いという特殊性があゐので，現員の倍近くの看護婦が必

要といわれている。

をた 5-3の C ）で医局陀お、ける教員や医師の聞に強い身分制の存在するこ

とを指摘したが，さら K加えて，看護婦をはじめ各種の医療関係職員の層が，

これら教員・医師陀従属する形で位置づけられてきた。この身分関係は最近は

かなり改められてきているとはいえ，業務上の相補的な役割や質の相違が正L,

〈理解されず，業務以外のことに吏で身分的な上下意識が残る傾向が強い。

さらに 2-6で，技術系職員と教員との聞の関係陀沿いて指摘した問題とも

共通するが，単陀待遇面の改善のほかに，附属病院の現業陀従事するこれらの

職員の意見が尊重されあことが重要である。しかし，これをでのととろ十介と

はいえなか勺た。今後この点にないても，改善への努力が真剣Kなされるべき

であろう白
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第 6章 大 学 院 制 度 の 現 状 と問題点

大学院は， f学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめて，文化

の進展に寄与する」ために， 「学術の中心Jである大学に置かれるもので，学

位を与えられるに値する立派な研究成果をあげるよう研鑓をつむととろである。

しかるに大学院の現状は，非常に貧弱・不備であって，その目的を果たすこと

がきわめて困難になっている。制度的には講座制をとることによって，大学院

をもたない学科目制による大学とは区別され，それに基づく措置がとられてい

るのであるが，それは現在学部段階の充実にすら不満足といわねばなら左い程

度であって，わが国の学術の府としての大学院は，矛盾と不満に満ちている。

以下各項目にわたって検討を加える。

6-l 入学と進学

大学院生となりうる資格ーー入学試験受験資格一ーは，学部卒業者あるいは

これと同等以上の学力があると認められた者となっている。現在この資格につ

いて問題はないが，この資格を有していても，他に職業を持つ者一ーたとえば

会社員や府県庁職員や自衛官などーーが，現職のままで大学を志望した場合の

取扱いについて種々問題が生じている。

各年度の入学定員は， 1講座あたり修士課程は 2名，博士課程は 1名を基準

とされたが，昭和 37年度以降定員増加の措置がとられ，附置研究所の部門が

算定の基礎に加えられ， 1部門あたり修士課程 1名，博士課程 0.5名（後に 1

名に改正）の割合で関係研究科の入学定員に追加せられることになった。

現在の大学院生定員については，種々議論の生ずるところである。当初は定

員数に満たない入学志願者しかなかった大学院も，研究科または専攻によって

は，昨今は志願者の異常な増加をみ，専攻によっては 8倍にも達するところも

ある。しかし，一方にはいまだに定員に達しない志願者しかないところもある。

8倍といえば，現在深刻な社会問題となっている学部入試よりはるかに高い倍

率であり，いわゆる学内泊人が続出するところが生じており，新たな問題とな

りつつあり，注目を要する。

-100-



次に問題と在るのは選披方法である。大浮院に学ぶべき素質ある者が適正に選鉱

されているのか。大学院を学部の延長といあるいはよりよい就職への階梯だ

とする考えが強くなりつつある現状況下にあっては，学力による厳選をすれば

するほど，学部における勉学は大学院入試のためのものに偏り，その弊害が大

きくなることが考えられ，選扱方法の早急な検討が望まれる。

さらに現在の定員が，教職員側から見て十分に指導できる数であるのか否か

についても問題がある。自然科学系の学科を例にとれば， 6講座間成の学科に

台ける各年次どとの学生定員，学部40名，修士 12名，博士6名は．教職員の数台よび

設備から見て明らかに過大である。さりとて大学院を設置している限り，大学

院として，少なくとも現定員程度の数がなければ意味はないであろう。したが

って，教職員数，設備などを格段に拡充するか，学部学生数を減じるか，等々

の方策が講じられなければならない。

入学者の現状についても再検討すべき問題は多い。その資質のほか，いわゆ

る温人の入学や既就職者の返り入学，さらには博士課程への進学の問題などで

ある口

大学院謀程には，修士課程と博士課程との 2課程が置かれている。これにつ

いて問題となることは，この 2課程の関係，すなわち

1) この 2謀程は，まったく独立に並置されるべぎか．

2）修士課程 2年の上に博士課程 5年が積み上げられるべきか，

3) 博士課程一本なのだが， 2年で不適格者をふるい落し，修士課程修了とし

て出してしまうべきか、

いずれの考えをとるかという点である。

現在京都大学では之）の考えがとられている。したが勺て，修士課程を修了し

た者のうちから選考により博士課程に進ませることになるが，修士課程入試に

次いで，再びこの選考で問題が起っている。その一つは，専攻によっては，修

士課程修了者のほとんどが博士課程進学を希望する場合が多くなり，博士課程

が研究者養成という性格の強いことから，細分化された諸分野にわたる統一的

な基準を作りにくく，希望者が多い場合入学者を決定することが困難になって

いる。この点 3jの考えにたてば，はじめから 5年を想定して定めることになり，

選考上の難点は避けられるが，他大学の修士課程修了者の本学博士課程編入の
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途をふさぐことになる。

その他研究の一貫性という点でも，現状では問題があるという意見もある。

6-2 予算と設備

大学院としての予算，設備，敷地，教職員などというものはほとんどないの

であって，大学院をもっ大学では，大学院のためのものがすでに考慮に入れら

れているのだとする現行制度が，いかに無理なものであるかは，以下に示す二，

三の実状を見れば明らかである。

たとえば，人文・社会科学系の 1研究科の例をとれば，次のようであるo

そこでは 25 6名の大学院生（修士課程 2年間の定員 14 8名，博士課程 5年

聞の定員 10 8名） vc, 1 8の研究室， 1室あたり 14名という割合であり， 1 

人分のスペースは，約 2.3イとなうている。これに加えて図書，机などが室内

にもちこまれており．助手も同室という事情を考えると，実際のスペースはこ

れよりはるかに狭くなる。なお，教員研究室については，現在の専任講師以上

は個室をもっているものの，余分は全くなく i失員を補充して新任教員を迎え

た場合の見込みはたっていない。問屈は，過密というととにのみあるのでは左い。

大学院研究科が従来の学部講座に附随して設置されたので，研究室も学部と共

通に運営されている。そのため各講座ごとにいわば割拠的に使用され，これを

補う大学院生用の共同研究室は作られていない。予算の面では，ある講座で，

もし 10 0万円程度の資料集を一度入手すれば，その後 2～ 5年は，その講座

は1冊も図書の購入がでぎないし，文献稜写も年間 1講座あたり 18 0 0枚程

度しか許きれないという現状である。

自然、科学系の一例を挙げれば， 1講座約 20 0イに教授 1名，助教授 1名，

助手 2名，職員 1名，大学院生 7名，学部 4回生 6名の合計 18名が，設備，

備品，実験装置などとともに押し込められており，所によっては教授室にまで

大学院生の机を．持ち込まざるをえなくなっている。また，この 18名の講座で

使いうる研究費の年額は，共通経費を差し引けば 20 0～ 3 0 0万円程度とな

っている。この 2_00～ 3 0 0万円のうちには，化学系でいえば，すべての薬

品代や方ラス器具代等消耗品費が含まれ，新しい分析機器 1台を買えば， 1年

間他の物は何も購入できないという現状である。
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6-3 教育と教員の負担

指導教員については，ほとんどの研究科が「各学生につき，指導教授を定め

るJ, 「各学生の指導教授は，研究科会議で定める J旨を研究科規程で定めて

いるが，その数や決め方は研究科によって若干異なっているo

たとえば，所属専攻の教授が加わることを前提として，当該研究科の科目を

担当している本学教員 5名を学生みずから選ぶ場合とか，学生が希望する教員

があれば，これを尊重するが，研究科会議で人選するのを建前とする場合とか，

教授のと容は 1名，助教授のときはほかに教授 1名を加えることを必要とする

場合とか，名目上は所属講座の教授 1名が指導教員となるが，実際には当該講

座の助教授，講師が指導する場合とか，また研究の進展に伴ヲて指導教員を変

更するとか，いろいろな場合がある。

指導教員制においては，学生の自主的研究を促すという名の下K，全く放

任されたり，逆に，極端に行動を抑制されて，研究上の単なる労働力として扱

われ，才能を伸ばす上で重大な障害となっている場合があることを指摘せねば

ならない。

修士課程では， 3 0 単位以上の単位を修得し，論文を書~，最終試験に合格

しなければならず，講義，演習，講読，実験左どの力リキュラ 6が組まれるととに左

る。発足当初，大学院生の数が少なかったときは，カリキユラムはあっても，

実際には行左われ左いような場合もあった。しかし，近岳民大学院生数の急増に

伴って， 力リキュラ ιに沿った授業が学部と同じように行なわれるのが一般と

なっている。

博士課程では，修士課程と異なって講義はあまり行なわれず，演習形式がほ

とんどで，あとは論文作成のため，みずから研究に取り組むというのが現状で

ある。

大学院が設置されていながら，それに見合う教員定員の配置がないことは，

カリキュラムの内容の不備という結果となって現われている。たとえば，研究

科によっては学部と共通のいわゆる＠講義が，講義，演習，講読を含む授業科

目数全体の過半数を占めているところもある状態である。このような方法は，

高年次の大学院生を満足させないか，逆に学部学生に不親切な結果とならざる

をえない。また，研究科によっては演習形式が圧倒的に多いところもあるが，
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演習中心であることに，ついては，それが教員と大学院生の人間的触合いや，ま

とまった知識の修得の必要といった点から見て，どのような長所をもち，反面

どのような欠陥を伴いやすいか，また，現実社会の要請に応じた力リキュラ心な

いしは既存講座のいくつかに関連しつつ開拓される新領域の力リキュラ心を，

どの£うにとれにとり入れるか，左どの問題点が挙げられる。

教員の負担という側面から見るならば，たとえば毒教授は大学院の便業のほ

かに学部の講義，演習，外図書講読のそれぞれ一つを必ず担当せねばならず，

古参の助教授にもほぼこれに近い負担があるといった研究科もあり，教員定員

の不足が教員に過重な負担を課する結果となっている。そして，毎年これだけ

の種類の科目を，しかも絶えず新しい内容をもって教えてゆくととは，ほと

んど不可能といえる。

a -" 研究者としての大学院生とその身分保障

大学院生は，修士課程では，研究者としての未来の方向を見いだし，研究者

として育つ上に徴妙な配慮と適切な指導とを必要とする。これに対して，博士

課程では，もちろん教員から学ぶべきものは多くあるにせよ，教育を受けると

いうよりも，むしろ初級研究者在いしは研究協力者としての段階K達している。

現に博士課程在学中に，修士論文を深化して学術雑誌に発表し，その分野で

好評を博したという例も見受けられる。したがって，博士課程大学院生は，む

しろ，研究者として責任ある能動的な立場に置いたほうが，その才能をのばす

上からもより適切であろう。

大学院生も研究室では対等な一員として共同研究を進めてゆく場合が顕著な

自然科学系の研究科と比較して，人文・社会科学系では，個人研究の色彩が温い。

研究課題の細部については，大学院生は，時には教員以上に専門的な知識をも

っている場合がある。しかしその反面には，専門に偏りすぎて広い視野に欠け

るきらいがないでもない。この場合，教員の指導性は，大学院生の研究の細部

についてではなく，細部が全体といかに有機的な関連性をもつかについて適切

な指示を与えることにあるといえよう。

ともあれ，自然、科学系，人文・社会科学系を通じて，緊密度に相当の差はあ

れ，共同研究ほ個人研究と並んで推進されてきており，大学院生特に博士課
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程在学中の者は，共同，個人両研究のいずれにおいても，一個の主体的左担

い手なのである。にもかかわらず，現実においてかれらは共同研究者の一員に

位置づけられることなし下請けにとどまっている場合が少なくない。また，

科学研究費補助金を申請する資格も認めムれず， 「専攻分野に関し研究を指導

する能力 Jを養っているはずの博士課程在学者は，身分が学生であるがゆえに，

指導教員の名義による以外にその申請ができない。

さらに問題点として，大学院生は，必要があれば，他大学や研究所へ一時的

に移動するか，または転出して，そこで研究する自由が研究進展のためにも望

まれるが，このような点で、有効な措置が制度的に講ぜられていないことなどが

ある。

さて，すでに若手研究者である博士課程大学院生、に対しては，研究上各種の

保障が必要で司ある。ところが現実には，大学院生という身分にあるため，授業

料は払わなければならないし，研究旅費は認められておらず，研究災害の補償

措置もきわめて不十分である。

奨学金制度もはなはだ芳しくない現状である。その貸与数は，修士課程で定

員の約 2分のし博士課程ではほぼ定員全員となっているが，問題なのはその

1人当りの貸与額の低きである。その額は同年度の既就職者の給料に比べ約 5

分の 1にすぎず，大学院生がアルパイトに追われ，学業に十分な時聞を投入し

えないこととなり，研究の成果を立派にあげえない場合の理由の一つがここに

もあるといえよう。貸与額は，公務員給与に見合う程度のものであづてしかる

べきであろう。

わが国における奨学金制度の現状は，大学院生をして，野心的な若々しい研

究に取り組む気力を誠退させ，結果がほぼ見えているような自の前の点数かせ

きに走る気風を助長して，大きな研究を実らせることを妨げる一つの要因と

なっている。

6-5  大学院生と助手

法規上，助手は「教授及び助教授の職務を助ける」と定められているほか，

資格等について簡単な定めがあるのみである。そこで，現在，大学における助

手の性格と地位はさまざまである。一方では，みずからも研究を行なう者であ
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りつつ教授，助教授の職務を助ける者である場合一それも部局によっては，

ほとんど何の負担もなく研究に専念できるように運用きれているところもある

ーーから，他方では，みずからは研究を行なうことなく，ただ単に教授，助教

授の職務を助けるにすぎない者として位置づけられている場合（いわゆる研究

補助者）に至るまで，さまざまである。

後者の場合には，このような助手と大学院生との関係については，格別問題

を生じないが，前者の場合には，大学院博士課程を経た者から採用された助手

の場合は別として，それ以外の場合には，同じような年令，研究歴の者が・ー

ことに助手の方が研究歴の浅い場合など一一一方は，文部教官たる助手として

給与の支給を受け，また研究費，研究旅費の割当があるのに対し，他方は，

学生として扱われ，研究条件においても不利なことが多いことなどから，大学

院制度と助手制度との並存ということについて，種々問題が提起きれている。

6-6 学位一ー大学院修了一『

大学院に一定の年限以上在学して所定の単位を取得し，論文を提出して審査

および試験に合格したとぎは，学位が与えられる。

修士の学位については，学位規則第 4条に「修士の学位は，広い視野に立っ

て，専攻の学問分野について，精深な学識と精深な研究をする能力とを有する

者に授与するものとする Jとあり， また大学院基準解説によれば，「修士課

程において要求きれる研究能力の程度については，先人の知見を基礎にしてこ

れを発展させるに足る能力を培えば足りるのであづて，必ずしも独創的研究を

行ないうる程度に達していなくとも差しっかえない Jとある。

現状で・は，修士の学位は， 2年の最短在学年限で課程を終えたほとんE全部

の者に与えられ，あたかも旧制の学士号と似たような状況を呈している。

つぎに博士の学位の授与については，学位規則第 3条は， 「博士の学位は，

独創的研究によって新領域を開拓し，学術水準を高め文化の進展に寄与すると

ともに，専攻の学問分野について研究を指導する能力を有する者に授与するも

のとする Jとしている。

提出された論文については，研究科会議で当該研究科所属の教授のみからな

る調査委員 3名を選定し， 1年以内に審査し，口述試験の後，最後に研究科会議
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与票決する。票決には，当該研究科所属の教授の 5分の2以上が出席して，そ

) 3分の 2以上が賛成しなければならない。

博士の学位論文審査過程についての問題点には，種々のものがある。まず，

j査委員が教授のみからなるということが不自然になってぎている。教授，助

：授，講師の区別なく，論文の内容の審査に適合した教員が調査委員になるべ

であり，助教授，講師は，等しく研究科会議の構成員である場合においても，

授でないがゆえに調査委員になれず，票決にも加われないというのは不合理

ーあろう。

第 2の問題点は，調査委員は 5名選定されているが，審査は実質上論文内容、

・最もよく知っている主査に任せられ，その結果，審査の判定が主査個人の意

に左右されやすいという点である。これに関一連して，次のような例をあげて

く。すなわち，学外，学界ではかなりの評価を与えられている論文が，主査と左

，ベき教員の個人的判断によって学位論文として提出することを許きれないと

‘った事例がある。さらにまた，退官間近の主査が学年末に一挙にいくつかの

i文を審査して通過させようとする事例である。あとの事例は，多忙な学年末

．おいて審査を尽せない弊害をもたらしやすい。

第ろには，論文内容によっては，主査を含めて当該研究科に適当な調査委員

・見付けにくく， したがって，審査が的確性を失くおそれのある場合である。

の点については，若干の研究科では，博士の学位論実審査に関して，原則上

：聴会がもたれているが，それは名目にとどまってしまっていることもある。

，たがって，調査委員を当該研究科の教員ばかりでなく，広く学内外に適任者

・求める方向へもっていくことも検討されてよいであろう。

つぎに，博士の学位の基準はどのように考えられ，その取得状況はどのよう

．なっているかについて述べよう。

自然科学系では，一般的にいって，新制大学院が発足しで聞もない頃は，旧

J度の学位との関連から，同程度の高きが必要とされ，取得の割合は低かった

L，研究科によっては，次第に規定年数程度で取得する割合は高くなりつつあ

’0 3年の最短の課程年限で博士の学位を取得する者は少なく， 1 0帰以下で

) IJ，その後 1～2年の研究を続けて取得する者が約 70%と多数を占め，さ

と数年後になる者が約 10 9彰，残り約 10 9桜は取得しないままというのが，



ほぽ平均的現状である。博士の学位の程度をどう考えるべきかについては議論

のあるところであろうが，現状は，研究業績に対して与えるという旧制度の学

位の考え方から研究能力の証明という考え方に，次第に変わりつつあるといえ

る。

人文・社会科学系でも，博士の学位の基準についての考え方は少しずつ変わ

りつつあるが，ここで・は，博士の学位とは，体系的で完結した業績に与えられ

る称号という旧制度における考え方がまだ根強い。ちなみに，昭和 45年 3月

末現在における博士の学位の取得状況をみると，文学研究科では，新制大学院

の博士課程単位取得者 48 1名中学位取得者は 76名，法学研究科では 51名

中 6名，経済学研究科では 82名中 4名となっている。新制大学院の博士課程

単位取得者のうち，かくも博士小学位の取得者が少ないのは，旧制における博

士の学位の基準についての考え方がなかなか変わりにくいことを物語っている。

博士学位It，学問研究上の終着点ではなくて，より大きい学問的成長のため

のー呈塚であり，今後研究者として十分独立しうる能力がついたことに対して

与えられるべぎであり，その故にこそ「博士課程」という名称があるとする立

場からみれば，取得状況が以上のようであることは問題である。大学院在学年

限を限定しながら，博士課程単位取得者には退学の手続ぎをとらせ，実質的に

はなんらの称号も与えないということが不自然である。もっとも，学問分野に

よっては，現行の博士課程単位取得時点で判定することは困難であるという意

見もある。しかし，ともあれ博士学位授与の学問的基準を再検討することが必

要であろう。
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第 E 部大学の未来像
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はじめに

「大学の未来像」は，‘第・ I部「大学の任務 jを前提とし， ぞとで述べら

れた理念に即して大学のあるべき姿を構想しようとするものである。もちろん，

それは大学一般の未来像では念〈，京都大学を念頭κii-いた未来像であるo「

未来像J~てがいてと P あげるべき問題は数多〈存するが，大学の使命が研究と

教育Kあるとと Kかんがみ，本答申にii-いては，まず，次の四つの主題につい

ての検討を課題とした。ナ念わち，（1)教員の研究がよび教育の組織，（2）学生の

教育課程bよび学習組織，（3）大学院（に相当するもの）を含めて，ひろく若手

研究者養成のあ P方と組織，（4）上記（1)(3)κ関連して，大学に i,~ける研究体制上

の諸問題，である。

いうまでも念し研究・教育の問題は，管理・運営の問題と切b離すととが

でき念い面を有している。本答申κi,~いては，研究・教育のあ b 方という観点

から，ぞれK関連するかぎり にbいて，大学の管理・運営の問題Kもふれてい

る。その際，われわれは，大学にi,..ける研究・教育のあり方を大学の理念K照

らしてまず構想し，ついで，とのよう念構想、を保障する大学自治のあ b方，大

学の管理・運営の望すしい形態・態様を検討するという思考の過程をたどったo

上記の諸問題の検討Kあたっては，第 I部「大学の任務 jκ i,＂＞いて述べられ
ている理念に即して，現行の諸制度Kとらわれるとと念しいわば「理念型」

として， どのよう宏形態・内容が教員の研究・教育組織（第 1章）として，ま

た，学生の教育課程会よび学習組織（第 2章）として適切で・あるか，さらK,

大学Ki...ける研究者養成はいかKあるべきか（第5章）等を考えた。

とのよう念，自由念構想から出発しつつ，われわれは，つぎKその主う念構

想の現実妥当性を吟味する過程で，第目部「大学の現状と問題点」にかいて論

じられているととろの現行諸制度の長所，短所の分析と示唆を十分に考慮した。

しかし念がら，未来像策定の作業は，第E部の現状分析を基Kして，現行制度を

部分的K修正改善してい〈という方法をとらず，一応，現行制度から離れて，

白紙状態から出発して，あるべき大学の未来像を樹立するという方法をとった。

そのため現状分析の結論念 b示唆のナペてをそのまま取り入れるととには左ら

念かったし，また，謀題の限定のゆえK，取り上げるととのでき念かった点も

少左〈念い。未来像の構想は，現行制度や現行法令の枠をはずして考えられて
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いる。したがって，その実現のため Kは，法令の改正を要する点が少をぐ念〈，

学内的Kは，現行制度から新制度への適切念移行措置も必要であるが，それら

の要件がみたされれば実現可能念ものとして，提案されている。
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第 1章 教員の研究および教育の組織について

l-l 基本的な考え方

(1) 京都大学l'C:t ..ける教員（独立して研究・教育K従事す・る者を指す。以下

同じ）の研究b よび教育のための組織を新たK構想する Kさいして，われ

われは，既存の部局機構（学部，教養部，研究所等） l'Cとらわれず，第 I

部「大学の任務」から導かれる研究・教育の組織を思考した。しかし左が

ら，京都大学K:t..ける現存の部局は，それぞれに成立の歴史・伝統をもち，

かつ，京都大学になける研究辛子よび教育の使命を果たしてきている。そし

て，それらは，強固念基盤をもち，それぞれが一個の固定的・恒常的組織

であると考えられるがゆえK，その現実を無視して，大学の研究・教育組

織を新たK構想するのであれば，それは実現の困難念，観念的・空想的な

試論K終ってしまうであろう。とのよう念点を十分考慮、しつつ，あるべ

き大学の姿をめざし，実現可能な教員の研究・教育組織を構想しようとす

るものである。

(2) 第 I部「大学の任務 J(re i,-.. IAてわれわれは，研究と教育の有機的結

合？統一を志向したo との目的を実現するためには、教員の研究むよび教

育の組織は，組織として，乙れを別個に分離するのでは念〈，両機能を結

合した形態をとるとと Kナる。その趣旨を以下に説明しよう。

研究・教育の組織の形成Kあたっては‘種々の態様が考えられる。たと

えば，研究組織と教育組織とを，それぞれ別個独立のものとして形成し，

大学教員は，各人K最も適合する研究組織会よび教育組織K所属するもの

とする形態が考えられる。とのよう K，両組織を制度的K介離し，その上

で，それぞれの組織の関連性を見いだしてゆこうとする考え方（介離論）

は，諸大学の改革案などKみられると乙ろであるo分離論は，研究の目的・

方法・条件が教育のそれとは必ずしも一致し念いので一つの組織K研究・

教育（さらには管理）の機能を同時に担わせるのは妥当では念いとい

う考えに由来している。

もし両組織を分離するとすれば，その方法としては，（a）研究組織はそれ

Kふさわしい人を集め，他方，教育組織はそれにふさわしい人を選考する
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とととし，両組織は全〈別個に対等の地位をもっという形態，（b）研究のた

めの組織をまず考え，教員はその組織のいずれかに所属した上で，つぎに，

教育のための組殺を組み立てる方法（研究組織→教育組織） ' (c）逆K，教

育組織をさず考え，教員は教育組織のいずれかに所属した上で，つぎに，

研究上の必要性その他K基づいて，研究組織を組み立てるという方法（教

育組織→研究組織），念どがあ bうる。これら（aXbXc）の形態の違いは，主

として，人事権の所在と人事選考の基準，教員相互の日常的接触の場の質

的念差として現われる。そして，いずれ vc~いても，両組織の相互の関連

性をどのよう K有機的K，かつ，合目的的K創 b出してゆくかに鍵がある

と思われる。（a）の形態vc》 いては，もし両組織がそれぞれ独立の人事権を

もっ念らは，ある研究組織Kは所属するけれども，どの教育組織Kも所属

し念い人，逆K，教育組織には所属し念がら， どの研究組織Kも所属し念

い人もあ bうるととに念ろう。特に後者のよう念場合は，教員は研究者

で念ければ念らないという原則論からははずれるととに念るoつぎVC(bXc)

の形態をとる場合には，人事選考の基準bよび決定が，（b）では研究組織K

重点を置き，（c）では教育組織に重点をbいて行念われるととに左ろう。そ

して，（b）では，ややもすれば，教育の方が軽視される乙と K念るbそれが

あるし，｛c）では，研究組織の方が不安定と念る。

以上のよう念諸点を考慮した上で，われわれは，研究と教育のための教

員組織は，とれを研究組織と教育組融とに制度的に分離するのでは念〈，

研究と教育の双方を有機的に結合した一体的なものであるべきことを原則

として承認する。

(3) 大学VC:J':.－－ける教員の組織は，上述のように，研究と教育の有機的結合を

志向するべきものである。もちろん，そと Kいう「教育 Jは，必ずしも，現

在の学部段階の教育（ナ念わち，一般教養課程bよび専門教育課程の双方。

以下，学部とか大学院とあるのは，すべて現行制度上のそれを指している

）を，その組織 K沿いて現実に行念うととを意味するものでは念しそ

の組織の所属教員が，併任あるいは非常勤講師の形で，他の組織が行念う

学部段階もし〈は大学院段階の教育 K関与した b，あるいは，その組織が，

学部段階の教育の一部のみを分担し，または，大学院段階の教育念いし研
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究指導のみを担当するものであってもよい。

「教育」とは全〈かかわりをもた左いで，もつばら研究のみを行念う

組織が固定的・恒常的に大学に存置されるととには問題があろう。

(4) われわれは，京都大学の教員は，本質的には，すべて，それぞれの専

攻の学問を研究する専門研究者であるとの認織から出発している。そし

て，京都大学の教員は，本来，すべて，学部段階の教育必よび大学院段

階の教育を担当するにふさわしい能力をもつものと考えているo現実に

は，種々の事情から，とれらの教育のいずれかの段階のみを，やや固定

的に担当するととがあっても，もちろんさしっかえ左いが，それは上K

述べた基本的認識を否定するものでは念い。

(5) 以上の諸考慮K基づいて，われわれは，京都大学tct.~ ける研究会よび

教育の有機的統一を実現するための基礎単位をまず考えたい。それを，

「部」（ Department）と呼び，その構成は，単に研究の観点のみか

ら構想するべきものでは念しあわせて，教育の体系の観点からの考l意

を加えて，その規模を考えねば念ら念い。なぜ念ら，単K，ある細分・化

された専門分野の研究の推進という目的を達成するためだけのものとし

て念らば，その規模は，個人K近い小さ念単位から，学部程度までさま

ざまでありうるが，学生K対して行左うべき教育の観点から，専門教育

を体系的K行左う単位としては，現在の 10～2 0講座程度の規模が適

当であろう。

本来，学問分野の区分は絶対的念ものではあbえず，対象Kよる区分，

方法による区分，会よびその種々の組合せ左どによって，多様念区分が

可能であるとともに，どのよう念区分を採用してみても，必ず，複数の

区分にまたがるよう左学問領域が存在するととは，否定しえ念いととろ

である。

そうであるからとそ，研究が特定の区画（学部・学科・教室・講座等

〉の枠内にのみ閉じては念らず，相関連する分野の研究者聞の交流・協

力・相互批判が要請されるのである。

そしてとのととは，ひと b，研究についていえるのみならず，教育（

学生の学習）についても同じであ干て，ある区画の枠内K閉じた教育課
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程は，適当ではない。

とのように隣接諸部門相互間の補完を不可欠の前提とした上で，一応，

研究と教育体系の両面から，一つのまとまりをもった基礎的単位が，「

部 jであるo

「部 Jは，単K従来の「教室」「学科」「学部 jがそのまま移行（読み

替え）するものでは念〈，われわれは，理念的Kは，全学的規模での研

究・教育組織の再編成を志向して b b，既存の部局機構，組織にとらわ

れ左いというのが，本構想の出発点である。

新し〈創設されるべき「都」は，原則として，現在の学部段階の教育

bよび現在の大学院段階の教育・研先を担当するが，とのよう左原則的

「部 Jのほかに，特殊の任務・機能を担当する「部」が存在するととを

否定するものでは念い。

京都大学の教員はすべて，いずれかの「部Jreまず所属するも

のとし，その上で，場合Kよっては，他のーまたは複数の「部」への

併任をも認めるものとする。

(6) 研究・教育の有機的統一を実現するための基礎単位は「部」であるが，

研究・教育は「部」のみで閉鎖的に行念われるべきではない。むしろ，隣

接の「部」との相互協力Kよって実現されるべきものである。さらに，

狭義の研究・教育の機能のみでは念し広い意味での教育左 b，また管

理の問題を考えるとき，現実の必要K応じ，いくつかの「部」が合して

「系」（ School）を形成するととも可能であるo 「部」の規模が比

較的大きい左どの理由KょP，さら Kその上K「系」を形成すること

を要し念いととろでは，「部 Jが同時に「系 JK相当し，その役割を果

たしうるであろう。「系」の形成にあたっても，「部」の形成の場合と

同様の注意を払わねば左ら念い。ナ念わち，ただ単K，従来の「学部」

がそのまま新しい「系 jと念るよう念読み替え的念移行であっては念ら

ず，研究・教育・管理の諸観点からして，最も適当念場合K，適当念規

模の「系」が形成されるべきである。

「系」を形成した場合Kも， 「部」の基本性格は変わってはなら念い
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し，をた，研究・教育が，新し〈形成された「系」内忙閉じるものでるっ

ては走ら念い。「部」相互間の協力・交流にとって，「系」が障壁となら

をいように十分の考慮が必要である。

具体的念「系」の形成の方法としては， (1）研究・教育・管理に関する

諸事項の内容・性質K応じて，各事項どとに，関係「部」聞の，いわば横

の連絡・協力のための機関としての「系」を形成する方法，たとえば，教

育K関してはA, B, C, Dの 4「部 Jから念る「系」を構成し，管理の

ある事項に関しては， B, D, Eの5「部」から左る「系 Jを構成すると

いうように，事項別・機能別K「系」を形成する方法と， (o）全事項Kつ

いて共通的K，構成メンバーとしての「部」を常K同じ〈する「系 Jを構

成する方法，たとえば， A, B, C, D, Eの5「部」をもって「系 Jを

構成する方法とがあ bうる。「部」の自主性や「系」の流動的念性格を考

慮すれば，引）を原則にするべきであると考えられるが，一時的にはむ）の形態

をとるととも認められよう。

(7) 新しい組織単位としての「部 Jゃ関係「部」聞の連絡・協力のために形

成される「系」と全学的機関（審議機関必よぴ執行機関）との関係につい

ては，後述するとととし（ 1-4-2），ととでは，ただ次の点だけを指

摘して会とう。

大学の研究・教育に伴う組織上の問題や予算の問題，その他，大学の管理・

運営K関する諸問題を審議する全学的機関の構成Kついては，それが各「

部 J念いし「系 Jの刺益代表的性格のものとなら念いよう K制度上に工夫

をζ らすととが必要である。なぜなら，全学的審議機関の構成？まり運用が

適切に念され左い念らば，せっかし「部」ないし「系」を，研究・教育

という大学の本来的任務に即して構想しても，全学的管理運営機関とのか

かわり方によって，その本来の趣旨がゆがめられる bそれがあるからであ

る。

(8) 研究・教育の基礎単位は「部」であって，それ以上Kさらに細分化され

た現行の講座に相当する固定的左単位をわれわれは採用するものでは左い。

しかし，「部」がその研究・教育上の機能を全うするためには，必ず担

うべき重要念専門介野を「部」内の教員が組織的K分担するとと Kよって，．
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学問の継承という講座制のもつ積極面を新しい制度K沿いても維持してゆ

〈ととが妥当である。ただし，講座制κ~..けるよう K，教員を細分化され

た専門へ固定的Kはめ込むととは避けるべきでる b，常K「部」全体が，

当該「部」の責任をもって引き受け発展させるべき学問分野を見きわめつ

つ，その発展をはかるととが肝要である （左辛子， 「部 Jκi;>ける研出の

推進K関する諸問題については後述第 4章参照） 0 

(9) 「部」の規模については，「部JK所属する教員の意見の交換，意思の集

約，学問的相互批判が，実質的にかつ支障なく行念われるという条件も必要

である。

「部」は研究・教育の基礎的単位でるるといっても，関連ナるものをす

べて取 b込む左らば，「部」は巨大化し，’その運営K支障をきたすとと K

~ろう。むしろ，「部」としては，話合いK よる研究・教育 K関する運営

の可能念適正規模を考え，とれを基本単位としつつ，「部 J聞の連携・協

力体制を確立してゆ〈ととが適当であると考える。

1-2 『部Jの具体的構想、

1-2-1 F部Jの種類一一標準的形態の「部Jと特殊的形態の「部』

「部 Jは，原則としては，研究・教育を統一的K遂行するととを目的とす

る基礎単位である。ナ念わち，当設専門分・野の研究の発展が「部 JKi> ..い

てはかられるのみ念らず，専門教育の実施もまた，「音JIJが責任を負って

遂行するものとする（標準的形態の「部」）。

京都大学の教員組織の大部介は，とのよう念標準的形態の「部Jとする

が，それと並んで特殊念目的・任務を有する「部Jが存在するととも認め

られるoただし，その存在理由が明確であり，かっ，大学の任務たる研究

．教育の有椴的統合K直接・間接に役立つものであるととが必要である。

つぎに，特殊的形態の「部」の若干例を挙げてか〈。

(1) 「研究所 J 1 -1の基木的左考え方柁基づいて京都大学の教員組般を

標準的形態の「部 JK再編成した上で，念事p，そのような「部 JKよっ

ては果たしえ念い特殊念任務・役割を担う必要がある念らば，その時

期Kは，「研究所」という研究組織の存在理由が生じるであろう。ただ
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し， f研究所」が特殊的形態の「部 Jであって固有の学生を有し念レ

としても，その所属教員は，何らかの形で教育に関与するべきである。

(2）総合科学・総合教育研究センター とれは，第 I部『大学の任務

(3-2-2)trc述べられているよう念，学問の総合性ないしは署員

育にかける総合性を，教員の側で追求し，実現してゆ〈ととを目的とす

るセンターである。

(3) 保健管理センター 学生・職員の健康管理事Fよび保健体育〈後述 2

- 1 - 1 ）の面での指導にあたる。

(4) 文献センター 学術研究上必要念図書・資料・マイクロフィルムそ

の他の情報の収集・保存・整理のみ念らず，将来はコンビューターを活

用するととによる情報の保存・整理にもあたる。

(5) 大型機器センター

注：（1)(2）と（3）～（5）とは，性格を異にするが，とれらを一括して，ととでは

特殊的形態の「部Jの範時にいれてまi'＜。

.-2-2 r部』の機能・構成等について

「音IIJは，原則として，京都大学に$..ける研究・教育と，とれを遂行す

るための運営念らびK，機器，営造物の管理の基礎単位であ b，京都大学

の教員は，すべて，いずーれかの「部」（特殊形態の「部」を含む）に所属

する。「部 Jjは，その専門領域の研宛と教育とを有機的K連関させつつ

その発展をはかる。

所属教員は，基本的！I(，研究と教育への責任をもっ。したがって，「部

」は，との目的のための意思集約を行左う基礎単位であるoす念わち，そ

とκ$..いて，当該「部」としての研究・教育方針の企画・立案とその実施

が念される。さらに，研究者としての相互批判・業績評価が活発Kかつ厳

正に行念われることが，研究の自由と自律性を守る上できわめて重要であ

る。また，「部Jは，研究と社会，大学と社会との関係（第 l部「大学の

任務 J 2-2-2多照〉にないて生ずる諸問題Kついて，社会的自覚を

もって，研究のあ b方，大学のあ夕方を絶えず反省し，検討してゆ〈場で

ある。
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「部」の規模については，画一性は避けるべきでちるが，実質的念話

合いによる研究・教育上の運営の可能念規模で念ければ念ら左い。標準的

Kは，教員数として， 30～5 0名が適当であろう。

「部 Jの構成は，人的Kは，教員〈併任教員を含む），「研究技術者」

（後述 4-2参照），「研究員 J（後述第3章参照），事務職員，学生か

ら念 b，また物的には， 「部 J固有の研究設備（研究室・機器），併任教

員のための潜在的研究設備（共同研究設備），教育上の諸設備（講義室，

演習室，実験室，図書室その他学生のための諸施設）を含む。

「部 Jの教員定数は， 「部」としての研究・教育機能の遂行上必要とさ

れる数をもって定められねば左らない。その際，注意して i,-.＜ぺきとと

は，「部」としての教育は，「部 J所属の学生K対する専門教育だけでは

念〈，他「部」の学生に対する一般教育（その内容Kついては後述）をも

含むものであるから， 「部」としての教育 K要する教員の数は，単K当該

「部」所属の学生に対する専門教育の観点からだけでは.~ ＜，他「部」学

生の履修をも考慮、K入れて，その適正数が定められなければ念ら左いとと

である。教員の地位は等質的左ものとし，研究・教育の遂行にあたっては，

各教員が対等の立場に立ちつつ，相互の協力Kよって「部」としての研究

・教育の推進にあたるものとする。したがって，かりに教員の地位を「教

授」という名で呼ぶとする念らほ，教員は，等質的左「教授 Jのみから念

るものとし，教員間？と公いて上下支配関係を生ずる bそれのある身介的区

別はとれを認め左い。

学生数については，各専門分野どとに教育内容，方法左どにしたがって

適正友値をきめるべきであ b，一般的には少人数教育を重視するべきである

が，単純K教員数との比率のみκJ:って定めるとと（逆Kいえば，学生数

から教員数を割 b出すとと）は適当ではない。

「部 Jの教員人事はきわめて重要でるり，とれは「部」の教員会で審議

されるものとする。しかし左がら， 「部」所属の教員のみで決定するとと

は問題であタ，「部 J外の教員を一定数加えるととを考慮するべきである。

l-3 『部』閣の関係
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「部」は研究・教育の基礎的単位であるが，研究・教育が，「部 J内での

み自足的・完結的K行宏われるととを意味するのでは念〈，むしろ，「部 j

を越えた研究や教育が積極的に行念われうるようK制度的Kも保障するものと

し，特に次の諸点に留意する必要があろうo

(1) 教員の人事交流を積極的に行念うようにする。その一環として，新しい

併任制度を採用する。すなわち，他「部」（または他大学〉に所属する教

員K対して十分念定数を設け，研究あるいは教育上の必要に応じ随時， 「

部」の一員として併任しうるものとするo との場合，研究Kついては， 「

部Jを異Kする教員によって，研究チームを作 b，ブロジヱクト研究や共

同研究が行念えるよう念途も積極的に開〈べきである（後述 4- 4参照）。

(2) カリキュラムの編成は各「部 Jに:t:, .. vi,て念されるが，相関連する「部 J

との連携・協力が十分念されるように配慮する。教育のための「系」が形

成される場合Kは，「系」がその調整K当るo念b，カリキュラム編成，

時間割編成にかける「部 J聞の調整のためKは，全学レベルでの連絡調整

機関が設置されるべきである（後述 2- 3参照）。

1-4 全学管理運営機構と『部Jの関係

1-4-1 基本的な考え方

大学の任務である研究・教育活動の単位は，各「部」である。また，との

研究・教育活動の企画・立案・実施のための意思集約がよび管理は，原則と

して「部 J(IC :t－－いて行念われる。ととろで，とのよう左「部」の活動のため

の人的・物的基盤，学生数，在外研究員の割当念どKついては，全学的レペ

ルでの検討・調整なり承認を要するものが多いであろう。とと (IC$－いて，一

方では，各研究・教育の現場の意思（「都」の自治）と，他方では，統一体

としての京都大学の意思（大学としての自治〉との聞をどのよう K関係づけ，

調整してゆくべきかが重要念問題である。

との問題は大学の管理運営全体にかかわる問題である。しがしととでは，

研究・教育のための組総を構想する立場から，まず，大学の管理・運営K対

する基本的左見解を明らかにし，ついで一つの可能性として，管理・運営の

機構を提示しよう。
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大学の自治bよびそれを基盤とする大学の管理・運営は，大学の使命であ

るととろの研究・教育の自律性を保障する手段である。その形態は，固定的．

不変的念もので念いととはいうまでも念かろう。われわれは，教員の研究．

教育のための組織として「部Jを構想した。そして，第 2章では，とのよ

う念「部」の基礎の上で，作られるべき学生の教育課程辛子よび学習組織のあ

b方を考えた。

あるべき，大学の管理運営体制の未来像は， ζのよう左研究・教育の組

織を前提として，大学自治の理念K最も適合ナるものを探究するととによっ

て得られるであろう。その際，現状分析で得られた成果が参照されるべきと

とはいうまでも念い。やや具体的念構想を提示するに先立って，看過しては

左ら念い若干の要件をととK挙げてシ〈。

① 京都大学が全体としてみて，総合大学の名にふさわしい発展をするとと。

＠ 大学の管理・運営にあたって，各「部」の独善的主張K陥るとと念〈，

全学的立場で判断し，運営しうるよう念機構にするとと。

⑨ 各「部」の特殊性を考慮し，画一化に陥らぬとと。

④ 少数者の学問や「部Jの存在を十分K尊重するべきとと。

⑤ 大学全体としての自治機能の喪失の事態を招来し念いよう念工夫を必要

とするが，中央機構への過度の権限集中は避けるべきとと。

l-4,-2 全学執行機関と全学審議機関

研究・教育の任務の円滑念遂行という観点から大学の管理・運営の問題を

考えるとき，大学Kは，全学的立場での審議bよび執行の二つの機能が必要

であるo大学としてはとれらの両機能を別個の機聞に分担させ，全体としてま

とま bをもった管理・運営をはかつてゆくととが望ましいと考えられる。

両機関の役割と相互の関係は次のよう念ものであるべきであろう。大学の

研究・教育の遂行の上で，全学的見均から審議し，決定するととが適当とみ

られる諸事項は，原則としてすべてとれを全学審議機関にかける審議事項と

い全学執行機関は，全学審議機関K:$~いて審議決定されたととがらを執行

するのが建前であるべきであろう。ただし，執行機関が専決執行しうる

事項をあらかじめ定め，また，全学審議機関の個々の決定の内容が，ある範

囲で執行機関の裁量Kゆだねる形での決定も可能であろう。
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とのよう K両機関はそれぞれ役割を異にするものであるが，大学の意思決

定と執行との関係が円滑に機能しうるためには，執行機関の長trt審議機関

K対する議題の提出権を認めるととが適当であれをた，執行機関の長が審

議機関の議長をつとめるととも一概K否定するべきでは念いであろう。 き

らK，執行機関を構成するメンバーが審議機関trj,>ける審議過程K参加して，

執行機関の立場から意見を陳述するとと Kよって両機能の調整・連携をはか

っていぐとともまた考慮されてよいであろう（その具体的念形態Kついては

後述する）。

つぎに，全学審議機関の構成とその運営Kついて述べる。

全学審議機関は，大学全体Kかかわる諸問題を大学全体としての大局的見地

から審議する機関であ b，同時K，「部」の問題ではあっても，それが他「

部 Jtr・影響を及ぼし，あるいは大学全体K関係を有する問題Kついて審議を

行念う。とのよう左目的から，全学審議機関の構成メンバーは，「部」の3利

益代表的性格のものであっては念らず，そのための制度的配慮が必要である。

たとえば，次のよう左方式が考慮されてよいでるろうoす念わち，「部」よ

!J 2～ 5名の委員を選出し，とれらの委員全員を，事項どと K小委員会Kあ

らかじめ配属し，当該事項Kついての実質審議をその小委員会で行念う。最

終決定は，各「部」の委員 1名から念る代表委員会で行念われるものとする

が，小委員会の審議結呆を十分K尊重するものとするo小委員会をつ〈るK

あたっては，「部J間で「系」念どを通じて連絡調整を行念い，小委員会の

人員構成を適切左ものとするよう配慮する。

「部」と小委員会との関係Kついては，小委員会tri,－－いて，ある「部 Jtr 

直接関係する事項が審議される場合Kは，その「部 Jの委員が小委員会のメ

ンバーとして入ってい念いときには，特Kその「部 Jの委員の出席を求

めて直接K意見の陳述を行念う機会を設けるなどして，審議の適正をはか

る工夫が必要であろう。

全学審議機関tri,－.いて審議を要する事項としては，研究・教育 K関係する

ものを例示すれば，次のよう念ものがあろう。

① 「部」の改廃・組織変更

② 「部」の教員， 「研究技術者 J, 「研究員J等の定員K関ナる事項
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＠ 教育K関する全学的重要事項

＠ 施設・設備の刺用・拡充に関する事項

⑤ 大学の将来計画

＠ 全学の予算・決算

⑦ 学内科学研究費（後述第4章参照）に関する事項

⑨ 研究資金の受入れの基準の設定かよび受入れ

⑨ 学内規則の制定

つぎに，全学執行機関の構成なよび「部 Jとの関係等について述べる。

全学執行機関は，その長（総長〉と若干名の補佐メコバーとから構成され

るととが適当であろう。従来の大学の機構rei.~ いては，非公式の機関である

「部局長会議Jが執行機関としての総長を補佐する役割を果たしてきたとい

えよう。「部」構想を中核とする新しい構想のもとにシいては，総長を補佐

する役割は，「部 Jの長または「部」の長から構成される会議体といったも

のにでは念しそれとは全〈別の補佐機構にゆだねるととが適当であろう。

補佐メコパーの選任方法その他についてはととで述べるかぎりでは念いが，

補佐メシバーは全学的視野に立って大学の運営にたずさわる忙適した人で，

総長の職務の一部を舟担する形で管理・運営にあたる方法でも，また，総長の

いわゆるブレーシという形で総長を補佐する方法でも，いずれでもよいであ

ろう。

ある年限を限って，その仕事K専心ナる形態であってもよいが，ただ，長

期にわたって国定的にその地位Kあるととは避けるべきであろう。さきに，

全学審議機関と全学執行機関との関係について，全学執行機関のメンバーが，

全学審議機関柁 j,,,.ける審議過程に参加する可能性を示唆したが，具体的には，

補佐メコパーが，上記の各小委員会K，オブザーバーの立場で参加するとと

が考えられよう。

念b，「部」の長は，全学執行機関K直接関与するものでは念〈，「部J

の，代表として「部J内のとタまとめを行念うと同時K，全学執行機関と「部J

との連絡Kあたるものである。

最後に蛇足念がら附言する左らば，「部」構想は，従来，部局自治が全学

との関係にかいては，とかし部局の独善という弊害を伴hがちであったと
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とを考慮し，とれらの弊害を除去し，全学的見地から大学の運営をはかって

いとうとするものでもある。しかし，．とのととが逆K，従来の部局自治Kよ

って確保されていた利点までも否定するととであっては念らず，全学的機関

の運営については，そのよう念危険を防止するべき制度的保障を十分K考慮し

てま..＜必要があろう。

1-6 f部』設置の具体的手続（移行措置）について

とれまでしばしば述べたよう K，「部」構想、は，現存の学部・教養部・研

究所念どの部局の機構Kとらわれ念いで新た K編成されるべき教員組織であ

る。たとえ，内容的Kみて，従来の学部あるいはその一部と重な b合う結果

K念った場合でも，それは，現存の部局の延長とみるべきでは念〈，新組織

として理解されるべきである。しえがって，とのよう念新組織の編成ないし

新組織への移行を企画し推進する母体は，現存の部局を離れて組織されたも

ので念ければをら念いo また，現存の各教員も，現存の部局からは一応離れ

たものとして取 b扱われるべきである。その際，基本的には，すでに 1- 1 

-(4) V(i, ..いて述べたように，京都大学の教員は，本質的Kは，すべて，それ

ぞれの専攻の学聞を研究する専門研究者であるとの認識から出発するべきであ

ると考える。

「部 J設置のための具体的手続を考える念らば，たとえば，次のよう左手

続が可能であろう。

す念わち，京都大学K「部」設置のための特別委員会をつ＜ 9，同委員会が，

本答申の基本的念考え方をもとにして，「部 Jの設置を推進する。同委員会

は，京都大学K設置されるべき「部」の数，その内容・規模・員数Kつきそ

の概要を建議し，評議会の承認を経たうえで，つぎK具体的K「部 Jの設置

を推進する。京都大学の全教員は，ひとたび現在の部局所属を離れ，自己の学問

関心，専攻分野，その他の諸事情を考慮、して，自己が新しく所属するのK最も

適当と考えられる「部 Jを申し出るとととし，上記の特別委員会が，調整を

はかる。

l-6 新制度発足後の『部Jの改廃・組織変更

-125-



「部」は，学問上の進展K応じて自己変革をなしうるもので念ければ念ら

念い。

「部、」の拡大，縮小，合併Kよる再編成，~ど組織変更は，関係教員等の自発

的意思に基づき，全学審議機関の審議を経て行念われるものとする。
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第 2章 教育課程および学習組織について

’さきに，第 I部「大学の任務」（第 3章） VCirいて，大学vcii-ける教育の特

徴として，「教育は研究と不可分の関係にあ b，絶対K遊離しては念ら念いと

と」，「それぞれの分野にbける学問の最先端K迫タうる能力がそ衣わるよう

に，常に学問の第一線Kあらんとする者との直接的左接触を通じて，知性の錬

磨が行なわれる」べきであるととが挙げられた。そして，大学教育の内容とし

ては，必然的に専門性が要請され，しかも，との専門性は，「他の学問領域と

の相互理解をはか b，総合的念観点から体系的念認識を深める」ととによって

裏打ちされる必要があ b，かぐして‘「大学教育の全過程を通じて，専門性と

総合性の両面が相補的に結合され Jるべきととが指摘された。また，とのよう

念大学vc::1, ..ける教育を通じて，「科学的笑証精神ゃ総合的判断力がつちかわれ，

創造的念らびK応用的能力の育つととが強〈期待されて Jいる。

とのよう念，大学教育の理念を実現するためには，大学vci,->ける教育課程は

いか念るもので念ければ念らないか。以下vc:J:,－.いては，との教育課程の問題を

中心としつつ，教員の教育組織や学生の所属（学習組織）の問題，主Fよひ噴育K

伴う諸問題をと bあげるとととする。

念事、，ととで，本委員会がさきに発表した「教養課程の改善にいて（答申）

」（昭和 45年 1月 10日）ーーとれを，以下「答申第一」と呼び，今回の答

申を「本答申 Jと呼ぶーーとの関係について述べてbきたい。

「答申第一 Jでは，直ちに実現可能念， したがって，法令の改正や大学制度

の大幅念改革をまた念いで，現行制度下vc:1,，いて実施可能念改革案の作成がめ

ざされた。したがって，現行の 4年制新制大学を前提としている。また，「教

養課程の改善Kついて」という表題が示すとお‘b，直接的Kは京都大学l'(:1,，け

る教養課程の改善が目的であって，専門課程の検討bよびその改善にまでは及

んでい左かった。

とれK対して，「本答申」は，現行制度の枠にとらわれるとと念〈，あるべ

き大学会よび大学教育を考えているとと，したがって，単K教育課程のみ念ら

ず，大学の研究・教育組織全般Kわたる改革の中で，長期的展望のもと K考え

られた改革案（未来像）であるo内容的念点Kついては，「答申第一 JKirい
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で展開されている一般教育尊重の理念は， 「本答申Jvc合いても維持されて

いるととを，ととに指摘してなきたい。たtf..・－ 「木答申Jvc卦ける一般教育

実施の方法陀台いては 「答申第一Jとは異在る点もあるが，それは，方法

の点にないてであって，理念に告いてではない。

2-1 一般教育と専門教育について

2-1-1 一般教育について

大学教育にbいては，専門性を深めることが要請され，かつ，乙の専門性

の深化は，総合性によって補完されるべきものであるとの理念に立って，大

学11(j;~ける教育課程のあ b 方を考えるとき，その内容は，具体的Kはいか念

るものであ b，どのように編成されるべきであろうかn

現行の大学教育は，一般教育（一般教育科目のみ左らず，外国語，保健体

育を含めた広義のもの）と専門教育とから在る。その具体的実施方法として

は，前者のために，特別K 教養課程を設け，それを大学教育の前半K置き，

その課程修了後K専門教育課程に進まぜて専門教育を行なうという方法（ 2 

階梯型）がこれまで多 Cとられてきたが，その他K，いわゆる相互クサピ型

や，混合型（自由re4年間で必要単位を取得させる）もあるというよう K，種

々の形態が可能である。一般教育と専門教育の内容念いし機能的関係忙つい

てみる左らぽ，前後 2階梯型rei>~ いては，一般教育は専門教育への準備段階

としての意義をもちやすいの陀対し，クサピ型ないし混合型i,z::l>' いては，一

般教育は，必ずしも専門教育の準備という意味合いに尽きず，むしろ，先に

述べた F総合性Jの達成という理念、に近づきうる要素を有しているといえよ

う。

われわれは，一般教育の理念念 b目的を「答申第一」の線に沿って次のよ

うに考える。ナ左わち，一般教育の目的は，学生に対して人生と学問体系と

re :r,，ける自己の専門の正しい位置を理解させるととであ b，さらに，とれを

通じて，社会人として行動するときに必要と考えられる教養を修得させ，総

合的かつ自主的友判断力を養わせるととである。

われわれがとれまでに述べてきた，専門性に対する「総合性Jの理念は，

教育面にないては，とのよう念一般教育の理念と一致するものと考える。と
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とろで，大学教育の未来像に沿いて，とのよう左一般教育の内容はいか走る

ものであるべきか，をた，どのように実施されるべきであろうか。

まず第ーに，上記のよう左一般教育の理念を実現し，とれに適合するよう

念講義なタゼ三アールの設置を積極的K推進してゆぐべきであろうっそのた

めには，そのよう念研究が開発され促進される必要があるc特 V(, 1 -2  

- 1 (2）で述べた「総合科学・総合教育研究センター」が中心となって，その

企画・推進をはかつてゆぐことが望まれる。

第二Kは，専門以外の学問を学ぶととによって，学生の側V(l',＂いて，上記

の一般教育の目的を実現してゆくととが考えられるO とれは，「答申第一J

で述べられた一般教育の内容であった。ナ左わち，従来のように，授業科目

をあらかじめ一般教育科目と専門教育科目とに画一的K区別するのでは左〈，

原則として，専門外の学生にも，それを専門とする学生と同じ講義（専門講

義）：をタゼ三ナールを受講させようとするものであるoとれは，学生みずか

らが，その志向と関心にしたがって，他専門の学科を，あるいは自己の専門

性の深化と総合性の達成という観点から，また，あるいはその専門が何であ

るかにはかかわり左〈（いわば，専門との関係づけを離れて），幅広い教養

を養うという目的から選択し履修するととと左ろう。

以上のよう念一般教育をどのように実施するかKついては，節を改めて述

べるとととする（後述 2-1-3）。

さて，一般教育の内容としては，一般的Kは上K述べた第一，第二の観点

で尽きているといえよう。ただ，ととで，附加的に，上K述べた一般教育左

らびに後K述べる専門教育との関係におもいて．大学教育の中で外国語の教育

は芯のよう K位置づけられ志ぺきか，なよび，専門教育にとっての基礎とし

ての意義をもっ諸学科の履修はどのように位置づけられるべきか K言及して

b とう。

問題は，外国語を専門とし左い学生にとって．外国語をその他の諸学科

／と同じく，単(IC，：.－般教育の一環．として位置づけ，学生みずからの自由念選択

履修にゆだねるととで足タるか，それとも，もう少し積極的K，たとえば，

現行のように，ある程度の必修的扱いをするべきか，また，履修の時期をも

定めるべきであるか，という点であるO ζれは，大学入学以前の外国語教育
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の水準bよび状況（ほとんど英語だけに限定されているよ iう念場合〉とも関

連する問題である。 とれらについては， 念主F， 今後の検討Kまたねば念ら念

いが，われわれとしては， 一 般教育bよび専門教育の両者の要請から，大学

vc 1:.� いて外国語教育を積極的K進めてい〈必要があると考える。

つぎK，専門分野Kよっては， それぞれの専門の準怖－念いし基礎として履修

してが〈ととを必要とする諸科目（とれを仮K， 基礎科目と呼ぶ）をもっと

とろもあろう（たとえば， 理工系にとっての数学念ど） 0 とれらの科目は，

それを不可失の前提として要請する特定の専門にとっては，基礎科目として

指定し，専門教育の一 環として位置づけられるべきであると考えるo

2-1-2 専門教育について

大学教育の中核は専門教育にあるoとの専門教育 vc j;， ける 目標 は， 「学問

知識を， ぞれがいかにして創造され， いかKして体系化されてきたかという

研究過程念らびK研究方法とともに学びとる」とと， さらにはその伝達・継

承の過程を通じて， 科学的実証精神， 総合的判断力，創造的念らびに応用的

能力を育成するととであるoそのために， 「大学卒業者たるものは， ？？べて，

研究者的要素を身Kつけているととが期待される」のである。

とのよう念目標をもっ専門教育の具体的内容は，それぞれの 分野 vc 1,， いて，

(a）きわめて基礎的をものを身Kつけるととでよいとする場合，（b）実際的・技

術的念ものを修得するととまで要求される場合， など差異があb， したがっ

て， 教育の程度， 年限等V(j;， いても差があってよいであろう。（a）では， 大学k

bける専門教育は， 現行の専門課程程度で十分であると考えるの に対し，（b)

では， 現行の大学院修士課程程度の内容までが専門教育として要求されると

とに念るo大学専門教育は， との ように目標 vc 1,， いてか� bの幅をもちうる

ものと考えられる。とのことは， それぞれの専門の学問の性質Kよるととも

K，社会的環境との関係も無視しえ念い要因であるといえよう。

とのよう に，専門教育K程度， 内容の差があるので， 在学年数を 一律K定

めるととは適当では念い。さきに述べた一般教 育を含めて， 大学 vc1:.
， ける

教育課程の年阪は， 各専門ごとに適切念年数を定めるべきである。専門の違

いを考慮して， われわれは， 4～6年が妥当であると考える。
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2-1-3 一般教育と専門教育の実施方法

ととで，専門教育と一般教育とをどのように組み合せて行念うべきか，

ついて考察するとととする。

(1) さき K，現行制度陀沿いては，（I）前後2階梯型（横割型，前後期升離

れ（ii）相互クサピ型， (iii）混合型（無限定型，自由選択型）という 3態様が

在しうることを述べたoところで，大学教育κ:J:,..いては，専門性の獲得を

心としつつもぜその専門性の深化ととも K，幅広い素養・識見を培い，総

性の獲得をめざすべきものであタ，そのためKは，専門教育と一般教育と

相補的K行左われる必要があるo とのような考え方からすれば，現行の（I)

ナ念わち，入学後直ち K一般教育科目のみを履修し，それを修得してから

門教育課程へ進むという方式は，適切左ものとはいえ念いと考えられる。

ぜ念らば，との方式のもとでは，せっか〈特定の専門を志して入学してき

学生に対し，一定の期間，それも一般Kは2年という長きにわたって，専

の学問K取 b組むととを拒み，一般教育の意義，特K専門教育との関係K

いて，十介在認識をもたぬまま，通過するととを強制されるが故K，通過

るととだけを目的として，したがって，多升K受身的な態度で，一般教育

程を終えるととに念タがちである。そのため，学問自体への情熱を失う傾

さえ認められている。

(2) むしろ，入学後，まず，自分が将来専攻しようと意図している専門分野の学｜

の一端K触れ，その学問介野にがける思考方法あるいは発展の方向性など

関して，ある程度の理解を得るととによって，一方では，学問というもの

面白さを感知して学問への情熱をいよ h ょっよぐもっととも K，他方では

学問というものの厳しさ左いし奥行の深さを認識して，学問の道を歩むた

には，相当の決意と努力とが必要であるととを再確認し，あわせて，特定

専門升野の学問を専攻する Kしでも，その升野の学問のみを学習したので

本質的念認識には達せられず，他の分野K闘する知識や思考方法念どKつ

ての理解も必要であるととを，みずからさとるととが大切であろう。と

によって，積極的K，他専門升野の科目や全学共通的左いし総合的左科目

学習する態度が生まれ，一般教育を意義あるものとするととが可能K念る

考えられるoとのよう左能動的立場Kよるので左ければ，どのよう左分野
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関する学習も実bあるものとは友 bえず，自分の専攻しようとナる学問分野

、の位置づけについての理解もえられず，総合化への契機も期待でき左いであ

ろうo とのよう Kして，広い視野をもちつつ，かつ自分の適性を判断して，

次第K自分の希望する専門分野に関する学習の密度を高めてゆくととが，大

学K会ける全期陶を通じてみたとき K，さらに将来の発展を考えたときに，

きわめて有効かつ有意義左教育 K在るものと考えられる。

(3) 以よのよう念見地からわれわれは，次のよう念，基本的κは5段階から

念る教育課程を構想した。

① まず，主として自分が専攻しようとする分野の学問の一端K触れる時

期（入門的左いし基礎的念ものも含む。〉

＠ その後κ，自分の専攻しようとする分野以外の学聞の学習に専念する

ととのできる時期（総合的左科目をも含む。）

＠ 上記の①・⑦を経て，次第K専門を中心として，それを深めつつ，·~

わせて，専門以外の学問も学習し，総合性と専門性の両立をはかつてゆ

ぐ時期

以下κj,>いては，便宜上，①を第 1期，（引を第 2期，＠を第 5期と呼

ぶとととする。

学問分野のちがいKよって，とれらの各時期Kは，長短をもたせるべきで

あるという考え方もあ b，逆K，各時期は，期間の点では，全学的K念るベ

〈統一し，そのかわりK，各時期にお、いて学習する科目 K対する自由度を大幅

K認める方がよいという考え方もある。われわれは，それぞれの学問分野k

bける事情ゃ将来Kかける学問の発展念どについて考慮、した上で，第 1期会

よび第 2期は，全学共通的K各 1年と L，第 5期は専門分野によって， 2～

4年という幅をもたぜるのが適当であると判断した。

(4) ととで，「答申第一」との関係Kふれてなく。

「答申第一」は，本章のはじめKも述べたよう K，現行の 4年制大学を前

提とし，新制大学の理念Kのっとって，一般教育の尊重，一般教育と専門教

育の相互補完性の見地から，いわゆる 4年一貫教育の方式を打ち出している。

本答申 I'(:1, ..いても，あるべき大学の教育課程I'(:t,－.いて一般教育が重視される

べきとと，専門教育と一般教育とは相互補完的関係κ立つとと，等の点I'($'
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いては，「答申第一」の精神をそのまま受け継いでいるが，現行の「学部 J

制や「 4年制」の教育課程という枠を離れて，学生の学習組織・教育課程を

構想したととから，一般教育の実施方法を含めて，・教育課程の構想、K，やや、

異なる点が現われているわけである。本答申 κi,.，，いては，とれまでに述べて

きた大学教育の理念をよ bよ〈実現しうるよう念学習の経路が自然にたどれ

るよう念方式を考えてみたのである。

2-2 教育課程の構想

2-2-1 第 1期の教育

(1) 第 1期教育の狙いは，さきにも述べたよう K‘自己の専攻しようとする学

問分野がどのよう念ものであり，どのよう念広が bと央行きをもつものであ

るか，また，他の諸学科とどのよう念つ念が bをもち，したがって，真K自

己の専門を学ぶためには，どのよう左前提的知識念いし，関連諸学問分野の

勉学が必要であるかを具体的に認識させるととにある。とのように，入学し

てす＼κ専門分野の学問Kふれ，とれと自発的K取り組むととによって，そ

れまでの，ともすれば受身的， pupi 1的K念りやすかった学習態度から脱

却して，真理探究への意欲K基づき，自発的・能動的に学問 K取り組む

studen tとしての学習態度へと転換させるととが可能忙なると考えられる。

とのよう念方法をとるとと K対しては，あま ！） に早〈から専門教育を行左う

ととによって．専門に偏りすぎるととに念らぬかとの危倶の念がいだかれよ

うが，との点については，そとで行念われるべき専門教育の内容に十分の工

夫をとらすとと Kよって，とれを避けうるものと考えるoとの段階での専門

教育は，さき K述べたよう左目的K沿うように計画されるととが必要であ ！） ' 

たとえば，現行の 5巨性配当の講義をそのままの形で 1回生にi,.，，ろすといった

ものであっては念らず，高度の専門性への目を聞かせ興味をもたせつつ，関

連諸学問分野への視野を広めうるように，また，一般教養の重要性について

の自覚をもたせるよう左前慮が左され念ければ念ら乏い。したがって，と

の点Kっき，それぞれの「部J念いし，教育上の関速によって形成された「系

Jκかける十分念努力が必要であ b，との努力が念ければ，本構想は，形式

的念変更にとどまる bそれさえある。
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(2) 第 1期V(j:,－.いては，学生は「部」念いし「系」、K所属し，上記のような配

慮のもと K新しく編成されたカリキュラム Kしたがって専門科目を中心K学

習するが，専門科目と並んで，外国語を履修するととも，また若干の他専門

の科目や総合科目を履修するとともできる。専門教育を行なうにあたっては，

その準備としての基礎教育的科目をさきに学習させることが必要念ととも多

い。たとえば， ドイツ文学やフランス文学を専攻しようとする学生にとって

は， ドイツ語やフランス語の学習は不可欠の前提であ b，また理工学方面守に

進むものにとっては，数学などは同様に不可欠の基礎科目であろうoとれら

は，それぞれの分野の目的や性格との関連の中で位置づけられ実施されるの

が本筋であるから，専門教育の一部として行なうとと Kなるが，もちろん，

他の「部」と共通的K実施されることは差し支えない。

(3) 入学者選按の方法は，それ自体が，根本的K検討されるべき大問題である

が，学生の所属との関係でのみ，との点K言及しよう。われわれは，教育責

任の主体（教育のための教員組織）を「部J~いしは「系 J と考えている。
したがって，個別的にみれば学生の募集や専門分野の履修能力の判定は「部

」ないし「系」の責任で行念われてよいこと K走る。しかし，すでに，繰b

返して述べたように，「部」はそれ自体で閉鎖するべきものでは念しそれぞ

れの「部」の研究・教育は全学的K関連しあって，相補念われるものである。

また，学生の学習能力の基準も，特定のー専攻升野K対する適性のみでは

念〈，将来，よ b広い知識・能力がそ念わってゆくととを期待しているので

あるから，入学試験は，全学共通的K行念われるととが必要であると考える0

2-2-2 第 2期の教育

(1) 第 1期にかいて，自己が将来本格的K専攻しようとする介野Kついて，あ

る程度の理解をもったのち，その専門以外の学科の履修に専念するととので

きる時期を設ける。との第 2期では，学生は，第 1期に所属した「部」以舛

の「部 Jの専門科目や，また特定の専門K備しな hで多〈の学問舟野K共通

する問題を取 bあげる総合科目（たとえば科学方法論念どれあるいはさらに

一般教育の理念陀照らして有意義と考えて設けられた科目を履修するととに

よって，視野を広め自分の目指す専門の位置づけを会得するとと K主念ねら

いをbいている。もちろん第 1期Kつづいて，外国語科目や第 1期にないて
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所属した「部 Jの専門科目を学習するととは差し支え念い。

一般教育は，本来，専門教育と並んで，在学中の全期聞にわたって行なわ

れてよいわけであるが，完全に自由Kして j:,,,＜と，ややもすれば専門K傾斜

して一般教育が軽視される bそれが念いとはいえ念い。そのため K，第 1期

Kかいて，それぞれの・「部」の専門科目の一部を学習した学生が，「部 jの

枠を越えて，全学的に交流接触し，相互に理解しあい，一般教育K重点を

i,-. ＜ととのできる時期をもうけるのであって，一般教育が，との時期K限定

されるととを意味するものでは念い。後にも述べるように，第5期にも引きつ

づいて一般教育を履修することができるよう念配慮が必要であろう。

(2) 第 2期vci,－－いては，全学学生の交流や人間的触れ合いを具体的念教育課程

の中K生かすため，たとえば次のよう念ぜ三ナールをとの期間K設ける。ナ念わち，

専門の異念る教員 2名が1組と左 P，できるだけ異念る専門の学生が集って20

名程度のサークルをつ＜ 9，教員の専門を中心としつつ，それを多角的に学

んでゆくといった内容のぜ三ナールである。

念事、，形態的Kは，との時期には，学生K対してできるだけ自発的念勉学

を行念わせるため，可及的多くの「自由時間 Jを与え，個人またはサークル

での勉学を行念いうるよう Kナる。

講義・実験・ゼ三ナール等の行念われる場所も学生にとっては重要念意味

をもっ。総合科目念いし全学共通の一般教育科目，外国語，ゼ三ナール等は，

共通キャンパス irej,－.いて実施するととが望ましい。

(3) 第 2期vci>＂いても学生は潜在的 Kは，各「部 J念いし「系 Jvc所属してい

るととには変Dは念いが，との時期Kは，「部 Jの枠を越えて：交流すると

いう趣旨から，、第 2期vci>＂ける固有の学生の組織が考えられてよいであろう。

「部」念いし「系 Jの所属Kかかわ b念〈，むしろ，種々の異念る専門志望

の学生を混合してクラスを編成ナるのが適当であろう。との場合，たとえば，

外国語のように共通K履修するための単位によるクラス分けの方法もあるが，

むしろ，ゼ三ナールを学生の生活の単位念いし意思集約の単位とするととが

よb適切では念いかと考えられる。
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(4）第 2期という固有の学習課程K対応して，第 2期教育の企画（主として上

記ぜ三ナールその他） :.1, ..よぴ学習に関する指導の役を果たすものとして，各

専門の「部」念 hし「系 Jの教員から t.cる教員団が構成される必要がある。

とれらの教員は，固定的念ものとはせず，各「部j念いし「系 Jからそれぞ

れ何名かずづー定の任期をもって選出されるものとナるのが適当であろう。

2-2-3 第 5期の教育

(1) 第 1期bよび第 2期を経た学生は，念 b一般教育と並行しつつ専門の度合

を深めてゆく段階に入る。との第3期l'C:.1,－，いてはそれぞれの分野l'Cj:, ...ける専

門教育の完成が主念目標とされる。第5期の年限は画一的K定めるのでは念

しそれぞれの分野で， 2～4年〈らいの幅で定めるととが適当である。

(2) 専門教育の内容については，それぞれの教育責任組織（「部 J念いし「系

jの教員集団）にゆだねられるが，第 3期のうち，第 5学年次（ 3回生）で

は，約半分の時聞は，，一般教育Kあてられるべきとと，必よび，第 4学年次

( 4回生）以降Kむいても，できるかぎタ他専門に属する学問Kも目を向け，

自己の専門を中心としつつ，その専門を通しての学問の総合性の理解へと進

むよう念配慮が、カリキュラムの上でも考慮されるととが望ましい。その一

例としては，他専攻者をまじえたぜ三ナールの設置左どが考えられよう。

(3) ＇第 5期忙なける学生の所属は「部」とする。一定の条件のもとKではるるが，

学生が第 3期K進むに際して，自己の専攻を変更するとともできるかぎタ認

めるべきである。その時期を第 3学年次K進む時とするか，第 4学年次K進

む時点でも左b，そのよう念志望変更を認めるものとするかは，一つの問題

であるが，各「部J念いし「系」の聞の変更が認められるととが望ましい。

えだし， ζの場合各「部 jの教育K大き念支障や混乱をひき bとさ念いとと

が必要でるる。そのためKは，ある専攻促進むための前提条件（ prerequ-

isite）が満たされているととを条件とするととも当然認められる。

2-3 教育課程実施上の童話問題

とれまでに述べてきた教育課程を実施ナるにあたって，特に配慮すべき

前提的ないしは周辺的諸条件K関ナる問題をとと Kとbあげる。すでK述べ
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たととと重複する点もあるが，理解の便宜のためK一括して bとう。

(1) カリキュラムセシターの設置

各「部」念いし「系」のカリキュラム聞の調整をはか b，全学的K聞かれ

たカリキュラムを実現してゆぐために，全学力り宇ュラムセンターを設置す

るo本センターは，各「部J念いし「系 Jからの教員忙よって構成され，専

門の職員から念る事務機構を有する常設的機関とする。

本セシターの役割は次のよう念ものである。

① 各「部 J念いし「系 Jのカリ宇ュラム K関する情報を全学的規模で集

め，全学のカリ宇ュラムの現況が容易にわかるよう tとして会ぐとと。

② 各「部」左いし「系」のカリキュラム相互間の関連性K留意し，相互

の連絡・調整をはかるとと。

① 各「部」念いし「系」の授業時間割の編成や学年（学期）末試験の時

時リ編成の上でも，連絡・調整Uてあたるとと o特K，他「部 J念いし「

系 Jの授業をひろぐ聴講履修しうるものとする構想を円滑に実現するた

めに，本センターの果たす役割は大きい。具体的Kは，各「部 J念いし

「系 Jの各講義（慣習等も含む。以下同じ）の内容，受講上の心得，受

講資格等を記した履修案内の作成，学生の履修屈の受付，授業計画等，授

業実施上の諸問題の処理Vてあたるものとする。

(2) 学生の所属と学生の組織

学生は第 1期（ 1回生）必よび第 3期（ 3回生以降）は，各「部 JK所属

し，「部」が教育の責任をもっ。とれK対し，第 2期（ 2回生） (,'C がいては，

「部Jへの潜在的所属性を失うわけでは念いが，生活の本拠を「部」から離

し共通宇ャンパス K置〈ととも (,'C, 2-2-2の（4）で述べた教員団が教育責

任を引き受けるものとする。

第 1期(,'Cj;＂＞いては， 「部」内でさらにい〈つかのクラス K分かれ，第 3期

(,'C j;＂＞いては，クラスまたはぜ三アールが学生の基礎単位と念るであろう o乙

れK対して第 2期では， 2 - 2ー2の（2)VC述べたよう念，全学の学生が入b混っ

たぜ三ナールが基礎単位と走ろう。

(3) 教員の研究・教育条件

充実した教育は，各教員の創造的念研究活動の裏付けがあるとき Kのみ可
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能である。その走味からも，次の諸条件が整わねば念ら左いo①講義・演習

等の教育負担が一定の限界を越え念いよう Kするとと。②学外での講義や諸

委員と、しての活動Kついても同様K制限ナる必要がある。もっとも，他大学

との交流という積極面も評価され左ければ念ら念いoR管理・行政上の負担

Kついても一定の限界をとえ念いようにするべきである。④教務を補助ナる職

員を置き，教材の作成や学生指導を充実することo⑤教員定員K余裕をもた

せ，数年間講義K携わった後Kは， 1年間，講義等の負担から解放されて，

在外研究や他大学での研究（内地留学） κ従事しうるものとするとと。

(4) 学生の教育環境，学習設備の整備と修業年限

学生の主体的・創造的念学習活動をすすめるため f部」の特殊性・必要性

K応じて教育環境，学習設備の整備を志向するべきである。学習用図書館の設

置等は，どの専門分野にとっても重要念課題であろう。

念b，学生の厚生施設の面でも十分の配慮が必要であるO もっとも，かよ

う念教育環境や学習設備が整備されでも，それだけでは十分で念し学生が

意欲的・積極的K自己の学習Kとり〈むととによってはじめてその効果が期

待できるものであって，学生は各専攻分野Kよb定められた修業年限を有効

K用いるよう K心がけるべきである。

(5) 教育体制・教育課程等検討委員会の設置

大学入学者選抜方法のあり方，在学中の成績評価や単位制のあ b方，その

他，大学の教育体制，教育課程上の諸問題Kっき，長期的展望の下K恒常的

K問題点を検討しつづけていく全学的規模の委員会が設置されるべきである。

教育改革は一時期K一挙Kすべてを念しとげうるものでは念〈，絶えず，問

題をと bあげて検討を怠ら念い姿勢とそが望まれるo
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第 S章 研究者養成制度について

将来，大学の教員と、して，大学の研究・教育活動の担い手と念るべき．研究

者を養成するととは，大学K課せられた不可欠の責務である。それとともに，

大学以外の各種研究機関Kl:>＇いて，研究活動に従事する人材を養成する場とし

ても大学は大きな期待を寄せられている。 ζのように，ひろ〈研究能力の養成

という意義をも含むものとして，研究者養成の制度をととにと hあげるとと K

する。

3-1 基本的な考え方

(1) 大学教員または大学以外の研究機関 K:t,，いて研究活動K従事する研究者を

養成する制度として，新し〈「研究員Jの制度を創設する。「研究員」の身

分は学生ではなしまた，公務員としての教職員でも念い。公的機聞から研

究奨学金の支給を受けてもつばら研究K従事することをその任務とし，期聞

は5～4年とする。「研究員JKなhうる資格は「部Jによって異なりうる。

「部 Jの教育課程が比較的短いと ζ ろでは，「部Jの教育課程（従来の学部

専門課程）の後 f(2年程度の「大学院課程」を設けるととができ，とと Kt>.. 

いて研究能力を培う基礎的訓練を経た上で，との課程修了者の中から「研究

員」を採用する。とれに対し，「部」の教育課程が比較的長しあらためて

「大学院課程Jにかけるよう念訓練を必要とし念い分野 f(t,－.いては，「部」

教育課程の修了者から直ちK「研究員 Jを採用しうるものとする。

「研究員 Jの制度拡，将来，独立して研究に従事しうるだけの研究能力を

養成するととを目的として :t,,!J，独立研究者K念るまでの前段階として位置

づけられるものでるる。「研究員 J:t,，よび，その前段階として必要K応じて

置〈 ζ とのできる「大学院課程Jは，他大学の出身者にも聞かれたもので念

ければ念ら念い。その採用基準や選抜方法については慎重念検討を必要とす

る。また「大学院課程」や「研究員」の制度の設置は各「部」の教員採用期

K :t,，ける研究者の等質化を計るためにも役立ち，ひいては「部」聞の人事交

流を促進させるものと考えられる。

(2) (1）に述べた新しい構想の骨子と現行の大学院制度との関連K言及してbと

う。新構想は，現行の大学院制度に代わるものであるo現行の修士課程と博
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士課程と．では，その目的・性格Kか念 bの遣いが現実Kみられる。部局によ

っては，修士課程は，学部の延長Kもひとし〈，高度の専門教育がそとでー行

左われているととろもある。われわれは，学部段階の教育課程を弾力的に考

え，その目的・性格K応じて修業年限をも 4～6年の幅をもたせるととと

した。したがって，現在修士課程V(i,..いて行念われているよう念専門教育は，

l 学部段階の専門教育の中K股収して，それが行なわれるとと K念ろう。そし

て，研究者養成という観点から現在の修士課程K相当するよう念課程を設け

る必要のある分野では，「大学院課程」を設けるとと Kより，その要請を満

たしうるであろう。

現在の博士課程にないては，スクーリングはほとんど行念われてからず，

むしろ各人がみずからの研究課題を中心としてそれぞれの研究に従事してい

るのが一般である。したがって，「学生 J念る身分は，現実Kそぐわ念いと

とも K，研究者としての白覚を形成する上で大き念障害と念っている。むし

ろ，「研究員」として，独自の地位・身分を確立するととが必要であろうと

考えられる。

3-2 『研究員』制度

(1) 身分・任期会よび任務

公的機関から俸給K相当する額の研究奨学金を支給されて，みずからの研

究K従事し，また，共同の研究フロジェクトにも参加する。その任務は「研

究」である。研究の指導は，原則として，「研究員」の選んだ複数の指導教

員Kよってなされるととが望さしい。任期は原則として 5年とする。ただし，

大学もしぐは，他の研究機関等べの就職の関係上， 1年以内の延長を認めう

るものとする。

「研究員」の任務は研究にあるが，「音i~ 」は適当と認める範囲内 vc :J:,－.いて，

「大学院課程」あるいは「部J教育課程の教育の一部（例，論文指導・演習

・実験等の補助業務）を委嘱するととができる。との場合Kは，それK見合

う手当を支給するのが適当であろう。

(2) 「研究員」の員数台よび所属

「研究員 Jは「部 Jvc所属するものとする。ただし，複数の「部」の教員

Kよって編成される研究チームの研究活動の場でー自己の研究を遂行する者
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も，一応，いずれかの「部J_l't所属することにする。乙の場合，指導教員は，

複数の「部」の教員であっても差し支え念いo もちろん，とのよう念，一

つの「部 Jに閉じ念い研究活動が，事後にかける「研究員」の業績審査や人、

事Kさいして，正当念評価を受けうるよう念制度的配慮、が必要である（例，

業績審査や人事委員会のメンバーとして，当該研究指導にあたった他「部J
の教員を加える念ど）。

「研究員」の員数は，各「部」の研究の実状，大学その他研究機関への就

職可能性等をも考慮に入れて各「部」どとにその適正規模を定めるべきであ

る。大学の研究活動の発展にとっては，ある員数を望ましいと考える場合K

i, 「研究員」終了後の就職の見通しも念いまま多数の無給研究者（「研究

員」の任期を終えて大学K居残る者）をかかえるよう念事態はつとめて避け

るべきである。その意味で「研究員 J{T）採用は厳格K行念われるべきであるo

(3) 研究指導・研究上の義務・学位学

研究は複数の教員の指導のもとに行なわれるものとするが，「研究員」は

適時，研究の中間報告を行老い，研究の継続についての審査を受けるものと

する。審査機関は「部」の教員会であるo乙の審査は，研究業績そのものの

審査を目的とするものでは念し研究活動が着実に行念われているかどうか

についてなされるものとするo「博士」の学位は， この 3年聞の「研究員」、

としての研究活動にがいてまとめうる程度のものに対して与えられるととが適

当であろう。す念わち，独立の研究者として，将来研究活動を遂行してゆ〈

だけの能力を客観的K示す研究業績が発表された段階で与えられるものとす

る。

3-3 「大学院課程J

「部」の教育課程の年限が短しその修了者を直ちに「研究員 Jvc採用

するととが適当ではない分野K沿いては，「研究員」の前段階にあたるもの

として， 1～ 2年程度の「大学院課程」を設けることができる。「大学院課

程」では，指導を重視し，研究者として，自己の研究を自力で展開してゆ〈

ための広い基礎を修得することを目的とするわ「大学院課程」は， このよう

に，研究能力の善成を主眼とするものであって，いわゆる社会人の再教育や

高度の専門教育をその任務とするものでは念い。「大学院課程」は「部 jl't 
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属し，その員数的規模は，「研究員」の場合K準じて考えられるべきである。

-142-



第 4章 研究倖制上の諸問題

-r部Jne想と研究推進のための周辺条件ー

4. - l f部』における研究

第 1章では「部 Jは研究教育の基本単位であ b，同時K「部」間交流のた

めの核として位置づけられているoをた「部」の運営は「部」内の自律的念

判断と責任を基本として行なわれるとと K念っている。このととを前提とし

た上で，現実の「部」の研究の進め方を考えてみるとき，まず，研究者K関

する次の二つの見方（理念的観点と現実的観点）について，今一度，検討が

加えられる必要があろう。

（イ） 理念的にみれば，各研究者は，本来，専門の研究を進め念がら同時K

その学問領域について全体的展望をもっているはずのものであって，そ

れゆえ，各自が，自由K，自律的にその研究を進めるととが，そのまま，

「部 Jとしての研究のまとま bkつながり，「部」としての研究の進展

をもたらすものである。

（ロ） しかし，現実Kは，各研究者にとって専門への傾注と全体的展望はし

ばしば両立しえ左いがそれがあるので，「部Jの研究を進める上で何らか

の工夫がなされ，「部Jとして研究の分化と総合の統ーをはかる必要が

生じるO

府）は本答申の全般Kわたり研究者K要請される理念として論議の基調を念

してきたものである。他方む）は現実の研究活動を展開するに際しての避けら

れ念い配慮といえよう。

大学K会ける研究はその対象と左る学問領域が多岐にわたっている。した

がって，それぞれの研究の方法も学問分野K固有な形態で存在しているし，

さらK学問の発展ととも K変化して行くものである。しかし，現行の制度K

よれば研究の単位は講座制等 K見られるようKほほどの分野にも平均的K妥

当すると思われる形で画一的K作られているoとのととは研究領域や活動の

単位の確立にはある面で積極的な意味をもってきたが，他面，研究内容の発展

や活動の流動性Kは大きな障壁となってきた。

とれら現状の矛盾を解決するための「部 J構想V(l>＂いては当然研究活動 K
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ついてもその介化と総合の両面に十分君主考慮が左されねば念ら念い。「部J

(I( j;,~ いてはまずその分野 (I( l:,~ける十分左学問的論議に基づき「部」としで研

究・教育上必要と考えられるい〈つかの領域を研究活動の柱として確立し，

その方針に沿い研究グルーブの形成など最も合理的と思われる研究体制をも

って研究を進め，さらに研究成果の点検と反省を行念うととが必要である。

か念 bの人員をもってクルーブを構成し研究を行念う必要のある自然科学等

の学問分野 (I(l:>＂いては，「部 J(I( j;,，ける研究領域を一時期K網羅的K包含し

ょうとして研究力を分散させ念いように配慮、せねば念ら念い。

‘－2 研究活動の推進とまとまり

具体的念研究を会し進めるにあたって，研究活動に従事する人々の間での機

能の分担はきわめて重要念要因τあるo前節でも述べたように，大学v'Ll:>＂ける

学問の多様性からして研究機能を分担するための人員配置の形態を一様に律

するととは困難である。しかし念がら，現行制度が行政上の枠をかえぐ課し

てきたため，学問の進展K必ずしも即応でき念かったo とのととを考慮し適

正念配置を行念う必要がある。

「部J(I($－ける一般的念人員構成についてはさき（ 1-2-2）（！（述べた

ので，ととでは研究のまとま bと推進についてー，二の案を提示してみよう。

(1) 「部 JtCl:>＂ける研究のまとまり

研究の推進が一般に研究者相互の自覚と努力による ζ とは論をまた設い

が，「部」としての特色を発揮し成果を期待するためには，広い意味で「

部」としての研究のまとま bについて考えねば念ら念い。研究の多様化・

細分化はそれ自体将来(I(l:>＂いても研究の一過程として必然、性をもち，研究

者各人の努力がとれを裏付けるものであろうが，とれら個別の研鍵が総合

K向かうための積極的左工夫が必要であろうo とのため学問分野Kよって

は「部 J(!( l:>＂ける各研究グルーブの中からグルーブの判断 Kよタ「研究主

任」を選びクルーフ念らびに「部 j(I( _i,－.ける研究の総合化の促進をはかる

という方法も考えられる。もちろん専門性と総合性とは研究者一人一人の

中で統一されるべきものであり，とりわけ各個研究的方法が多〈用いられ

る学問分野ではその統一は各研究者の責任に帰するととろが多いであろう。
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逆K実験系念どでは，数多ぐの経験を研究方法の基盤とするため，ややもすれ

白ば研究過程の探究のみに溺れますさす細分化するお、それ前あるo とのよう念学

問6野では舟化と総合の統一を各人の中で行左うだけで念〈，集団の中でも役

割を分担して統一をはかる方法が考えられるO 「研究主任」は，研究クルーフ

K属し念がらよ D包括的K各研究を総合し研究の方向を調整する役割を果たす

研究者である。しかし左がら，とのよう左研究推進のための方法は，「部 J(/C'. 

》ける十分念討議の上で始めて自然左形として可能なものであ b，「研究主任」

の独断や偏向は厳に注意されねば念ら老いoむじろ「研究主任 Jには，専門家

としての自己の確立の上K，その分野Kついての広い見識をもち研究集団を調

整し総合して行〈人格が要請される。

(2）研究技術者集団の確立

研究活動が有機的K推進されるためには，研究者のほかに研究技術者の存在が

不可欠である。ととでいう研究技術者とは，研究上必要左技術（たとえば測定や

計算，図書を含めた情報の管理やタイフライテインク，さらK機器の管理や準

備，洗1峰等）をもって研究を推進する役割を果たすものをいう。とのよう左研

究技術者については，研究者の場合K匹敵するような職業としての安定性を制

度的K確立する必要がある。

大学にまFける研究者は，大体(ICi,~ いて狭義の研究優先の立場をと P，常 K研

究活動全体にわたる人員配置を総合的K考えるというわけでは左かったうらみ

がある。そして，人員所属の制度的固定性のため，漸次，補助機能を果たす職

種を研究者が占め，制度的K身分の不安定念臨時麗をもって補助的業務を代行

させるよう念状態と念 b，全体として満足念研究形態をもっK至ら念かった。

新しく構想される「部 Jの研究体制にあっては，とれらの反省に基づき，全

た健全左研究形態を保証する意味から制度的K研究技術者層を確立する必要が

ある。研究技術者の存在は研究の一環として重要であるが，また一方では各研

究クルーブが，特定の技術者の所属について半恒久的左固定性をもって考えるこ

となし研究櫛町者の流動性，発展性，さらには業務についての点検等の問題を

研究者のそれと同様K検討せねば念らないoまた，研究技術者層の給与水準も

その機能の重要性K見合うべ〈適正に考慮され，技術者が生涯にわたる職業と

して成 b立つよう真塾に考える必要がある。検討の方法の詳細は「部」の性格
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や研究の方法によって異念ってしかるべきであるが．研究技術者集団の制

立的確立のために財政的措置が講じられることが是非とも必要である。ま

た研究者をもってとの職にあてるととは「部」として厳に戒めるべきであ .!J' 

両者の間Kは常K相補的念機能の分担が行なわれてい念ければ念ら左い。

4-3 研究交流の促進

「部」の構想は元来，閉鎖的・固定的宏ものでは念〈，発展の必然性K応

じて「部Jそのものさえ改廃しうるという流動的左要因を含んでいる。した

がって第 1章K述べたように，その運営Kも「部」聞の協調や「部 J外の協

完お制度的K加味されている。「部 JI'(::, ..いては常に「部」外，学外ょ bの

客員研究者と接触し左がら研究が進められているととが研究の発展のために

望ましい。ナ念わち，「部」の研究体制Kは，その専攻分野が全国的視野の

下に「部Jという形で一つの咳として存在しているととを裏付けるよヨ念制

度が必要であるoとのため研究退営の方法，施設設備の刺用の面はもとよ .!J' 

客員研究者の生活条件を十分K保証する計画が立てられてな b，また研究者

Kはサバテイカルのよう念制度が念ければなら念い。

従来わが国では，研究の流動性という考えも国内で閉じがちであ b，一般的

にいって諸外固に比べ外国人研究者との交流，特にその受入れはきわめて

不満足念状態Kあった。それKついては，種々理由もあろうが，一応，国際

的に国力の充実したとみられている現在，従来のような一方的でしかもその

ほとんどが先方に依存したよう念形の海外流出は学問の国際性からいっても

遺憾左点が多い。研究の国際的な流動性をはかるため，外国人研究者の場合も

圏内研究者の場合と同様，その受入れ条件を完備させる ζ とが必要である。ま

た圏内研究者の国外派遣のための予算も一段と充実させるととが望まれるo

4, - 4. 総合大学と全学研究奨励予算

本答申が一貫して主張してきた京都大学の総合性を裏付けるため，全学的

に研究費を一部留保し，学内 I'(i,－.ける総合性，協力性を発揮するよう念研究

計画Kついてとれを奨励するととが望ましい。研究計画 Kよっては，

文部省科学研究費補助金と類似した性格をもつが，ととでいう研究奨励金の
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対象は，どちらかというとある専門舟野K限定した研究計画では念〈，学内

においてかな b広い総合性を目指したものである。す念わち，複数の「部」

が共同で新しい境界領域の研究計画を企画した場合や，通常の予算配分が研

究の実体と著しぐ異念るよう念場合等の調整等Kも使われる。金額，件数，

方法等の詳細は実行段階の問題であるが，第 1章K述べた全学審議機関がそ

の任K当たるものと考える。

4-5 研究状況の点検と反省

「部」内 V(j;－.ける研究の進捗状況は，その全貌が常に何らかの意味で見を

もられているととが必要である。元来「部」はその規模や形態の点で相互理

解・相互批判，意思集約が可能であるようを構造として考えられている。

「部 Jtc j;－.ける研究課題についで考えると，特に応用性，社会性に富む学

問分野tc:j;,，ける研究の場合，大学の独自性・指導性を保ちうるような研究内

容はどのようなものであるかといった績密念学問の方法論は，現代では，し

ばしば但人の思考の限界を越えた問題 tc~ ってきている。そとで研究過程の

点検と，業績評価が，いか念る形Kしろ「部」内（「郁」外研究者，客員を

含む） tc :j;,－.いて正し〈行宏われるととが必要である。研究の日常を共Vてする

研究者の相互間でとのような評価をすることは，人事等と同様か念 b困難念

ものではあるが，研究機関の公共性と対社会的K自治を考えるとき決して等閑

忙できない問題である。

特定の分野K限らず，一般K大学の研究の公共性とは，その成果の桂会へ

の還元のみ念らず，研究の独自性を維持し，学問の発展をも意味ナるもので

ある。「部」の研究活動の点検に際してはとの点K深〈留意し，事院が特定の

単位とのかかわb合い！＇（ i,－.いて学問性の希薄念癒着状態、に在った b，あるい

は研究活動の重要念動機である未知への関心が，結果ーにかいてたとえば公害を

生みだしたタ軍事的利用を促進ナるよう念危険に陥らぬよう，「部Jとして

の検討が必要である。

4-6 人事の流動性

大学trj,>ける研究教育の基本単位である「部」が絶えず清新活発念雰囲気
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K満たされて bb，閉鎖的排他的念集団K陥らぬととは総合大学としての任

務が果たされるための必要条件である。とのためKは，それ忙ふさわしい人

材をもって「部 Jが構成され，構成員が常時その任務K対する責任感をもっ

て事に当たらねば念ら念 hととはいうまでも左い。ぞれと同時に「部」の構

成員が関連「部」がよび他大学その他の研究教育機関との聞で流動するとと

が望まししそのととが保証されるよう念運営がなされるととが要請されるの

とのととは，すべての教員を身分上均質化する本答申の方式をとる場合，特

に重要である。

とのための一つの方法として，「部」の教員に任期制を設けるととが考え

られる。

任期制の探用は，元来教員の人事交流を盛んKし，ややもすれば起こ bが

ちな研究機関の独善性を除き，「部」の研究，教育，運戸’が全学町、左いしは

全国的視野の下で行なわれるととを容易念らしめようとするものであるO し

かし， i 教員の身分保障との両立をはかるための慎重念配慮が必要である。ま

た，その適用判断が思想、信条K工って左右されたり，少人数クルーブの特徴

のある研究を圧迫するようなととを防ぐ制度上の保障をもうけるととや，あ

るいはまた研究者の中K狭い意味での業績主義を助長し念いよう慎重念運用

がなされるととが必要念ととは当然である。

人事交流のため任期制が実質的に行念われてゆくためには，直ちに法令上

の規定K依存せず，むしろ学内κ$＂ける申合せから出発して，それを慣行化

してゆ〈ととが望ましい。

さらに任期制の円滑な運用のためには，い〈つかの前提条件が整備される

ととが必要であ P，かっとれは京都大学のみで解決しうるものでは念しそ

のため他大学その他の関係機関への積極的働きかけが念されねば念ら左い。

その前提条件としては次のよう念ものが考えられる。

(1) 他大学b 工び関係研究機関．特K，研究条件のよい研究機関でも同

じように任期制を採用し，その間K人事交流についての協定念どがもた

れる ζ と。

(2) 種々の研究機関K共同利用の道を積極的に聞いてゆくとと。それによ

って所属，所在にかかわタ 7をく必要念研究設備の有効左利用が保証され，
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人事交流Kよる研究条件の悪化をき求さ念いよう K配慮するとと。

(3) 任期が満了して転出する際に生活面での配慮を十分に行ない，任期制

の採用が結果的K研究者の生活条件の悪化をもたらさ念いようKすると

と。

とのよう念諸条件を十分に満足させるという前提のもとに，たとえば次の

よう左任期制が考えられる。

5～1 0年をもって一任期とし，原則として重任を認め念いものとする。

ただし，専攻舟野によっては必ずしも任期を終えた教員の転出先が容易に確

保できぬ場合もあり，また転出後K，ふさわしい人材が得がたい場合もあるの

で，例外的に期間の延長または重任を認めるとともやむをえ左 hであろう。

原則的κ5～10年をもって任期とするのは，ほほどの分野でも 5～10 

年をもって研究に一応の区切りをつけうると考えられ，また，あま b長過ぎ

では，任期制の意義が希薄κ~ った b ，他の研究機聞に移ってからの研究を

行念う期聞が短か〈念りすぎる恐れがあるからであるO 若い研究者にとって

は， 5年くらいの期間で移動する方が研究者自身の視野，経験を豊かにする

ためにも有効であると考えられる。

また，従来はとかく自己の所属する機聞に対する責任感から転出しにてい

場合が見受けられ，それが人事交流のため逆に働〈とともあった。任期のあ

るととは，とのようを面の是正に左 b，研究者の責任感がよ b広い視野の下氏

高められるであろう。

人事交流の促進は理想的左大学の未来像を構想する上Kきわめて重要念要

素であるので，分野によっては直ちに厳格左任期制を採用しがたい場合で，も，

研究費の配分に適当左措置を詩ずる左どによって人事交流を促進するよう努

めるととが必要である。そして現行とは逆K，研究面，生活面共κ，研究機関

を移動した方がむしろ有利であるよう Kするととが望ましい。
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おわりに

以上，大学の基本的諸問題についての「未来像」の骨子を提示したoなわ b

にあたって，次の諸点を指摘してbきたい。

以上にかいて述べた「未来像 Jの構想は，現行法令にとらわれる ζ となし

京都大学としてのあるべき姿を志向したものである。したがって，本構想を実

現して行〈上では，法令等の改正を要する点も多い。

つぎK，乙の未来像の実現はまた，その財政的裏付けを必要とする。しかし

ながら，本答申の構想は，一般的念骨組み念いし方向づけを示したにとどまタ，

具体的念数字をもって必要念財政投資の規模を示してはい念い。それゆえ大学

の適正規模，教員会よび学生の員数の適正数を考慮しつつ，それに必要念研究

設備，学習設備，教育環境の改善・充実に必要な財政投資の規模を算出してゆ

くべきであろう。

特κ. 「研究員 J制度の確立，「研究技術者」層の確立等Kついては，法

令の改正と財政的措置をとも K必要とするものである。
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あとがき

以上，大学の将来のあるべき姿について述べてきた。内容は広範，多岐にわ

たり，しかも，単K基本的念考え方のみを示した部分もあ b，必ずしもとれが

完全左ものというわけではない。さらに大学内Kとどまらず，広〈全国的視野

K立って考えた部分もある。必然的にとの実現にあたっては，法規の改正や財

政措置等を前提とせざるをえ左かった。そとで，とのよう念事情K無頓着tc'

その実現にあま bk性急であるととは，かえって混乱をひき bとし，その過程

に沿いて学問の自律性の確保念どに問題を生ずる恐れさえ考えられる。積極的

念態度をと bつつも長期的展望の下K，種々の角度からの十丹念検討と準備を

行念った後，実現に踏み出すべきものであろう。

しかし，かつては大学聞にまたがって部局，施設等の統合，改廃等さえ行念

われた例があるにもかかわらず，最近は，かえって大学が閉鎖的，固定的になる

傾向が強まって bb，次第に社会の激しい変遷に対応しがたく左りつつある。大

学人としてはまず，とのととを十分自覚するととが必要であろ 。

以上の理由によ b，実際K改革を進めるには，その具体策を継続的に審議す

る組織を作b，まず綿密念検討と，具体的方策の立案の作業を進めて行ぐこと

を提案したい。

まえがきにも述べたと ;1;,~ ！） ，本文の内容については，時間的制約念どのため

不十分左点が残っているoまずと bあげた範囲の偏 bや，記述の精組の不揃

などがある。次K本文では原則的なととを強〈系統的K，明瞭に表現するため，

例外的左ととや，考えうる多様性について詳細K述べるととをしなかった部分

がある。もちろんとれは角を矯めて牛を殺す類の画一的なととを考えたわけで

は左い。さらに言葉づかいも部分部分で若干違っている ζ とがある。たとえば，

第 E部「大学の現状と問題点 Jでは現在の組級制度と，現実の構成員について

述べているのに対して，第E部「大学の未来像 Jでは必ずしも，現在のものを

直接指し示して表現してい左い。ナ念わち，第E部で「助手」といえば現在助

手である人をも含んだ意味をもつが，第目部で使っている「研究技術者」とい

うものは，そのよう念役割を果たすべき人というととで，現在の技官がそれに

当たるという・ょう左機械的な対応をつけて考えているわけではない。とのよう
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K，現実のものと「未来像」とを直接Kは関係づけ乏いという方針はまえがきで

も述べたが，誤解のbそれがあるので，とこでも繰b返し強調してま；，， < 0 との

よう念形式上，表現上の不十分さはあるとしても，それにとらわれるとと念〈，

内容の本質について十分検討し，理解されるととを期待する。

ふ bかえると「大学の現状と問題点 JI'(とbあげられた務 Aの問題点K対す

る「未来像 jの対応は必ずしも十ターでは念いかもしれ左いo しかし，「未来像J

は白紙に措〈立場であ h，特K意識して元の不都合な部分を残そうとし左い

かぎ b，とれらの問題を十分解決できるはずである。

最後K，本答申にかかわった委員としては，とれが単左る理想、や案K終ると

と念〈，次の時代の新しい大学を築くための礎石となるととを願っているとと

を強調して結びとしたい。
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、答 申 木 文 K 対する意見

安藤 委員の意見 1 5 5 

稲本 委員の意見 1 5 6 

大橋 委員の意見 1 5 7 

清水問委員の意見 1 6 0 

田中 委員の意見 1 6 4 

槌回 委員の意見 1 6 5 

中野 委員の意見 1 6 6 

野田委員の意見 1 7 0 
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【安藤委員の意見】

私は本答申 K，基本的念ー，この点tie$..いて満足でき左い。

1. 第－ tie私は，本答申が本質的Vときわめて自閉的左性格のものであるとと

K，不満である。

本答申は，現行制度や法令の枠組みにとらわれ左いで，「あるべき J大学の

未来像を提示するととを目的とする， と述べている。教員K係わる問題Kヨい

て，既存の学部，研究所，教養部の枠をはずして，あらたK「部」を設け，と

れを大学tie:;j;-.ける研究・教育の基礎単位とすること，「部Jを構成する教員聞の身

分格差を無くするとと，また教育 K係わる問題Kついて，一般教育を自己の専

門外の諸分野の教育を受けるととであると定義したとと， 4～6年の修業期間

を5期K分け，第 1期は専門教育のみ，第 2期は専門外教育（一般教育）のみ，

第5期は両者を混じえて受ける期間としたととなどは，本答申に描かれた未来

像の最大の特色であるといえよう。

しかし左がら乙れらの変革は，実は，すべて大学内部で実現可能念ものであ

る。部の編制や 5期区分教育念どは，京都大学の現有施設と現有スタッフ Kい

くらかの変更を加える乙と Kよって，実現できる。その意味で乙の未来像は，

京都大学の既存施設とスタッフの枠組みにとらわれた改草案であ b，少なくとも，

その枠組みから大き〈踏み出した大学像を志向するものでは念い。

と乙ろで本答申は， 「現実総休の理性的認識」が学問の理念である， と考え，

とれを研究・教育を通じて実現することが「大学の任務 Jである，としているE

だが，たとえば，京都大学が国営大学であ b，その財政が 10 0パーセント国

庫K依存している事実は，との任務の実現K妨げと念ら念いか，教員の現行給

与は，かれらの満足念職務遂行を保障するか，初等・中等教育の現状は，大学

の機能を高める方向K寄与しているかーー本答申は， こうした「外部的左」諸

問題をほとんど指摘すらしてい念い点tie$ ..いて，きわめて自閉的であ b，「大

学改革」をひろく社会的Kとらえる姿勢K失けているように思われるo とれは

まFそらく，大学問題検討委員会（以下｝「大検委」と略）が，本学の各部局から

派遣された教員のみで構成されている事実と無関係では念かろう。

（賛成者：川郡部委員〉

2. 第二に私は，本答申が大検委の既出の答申と比較して，その発想に食い
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違いがあることに，不満を感じている。

大検委は，昭和 45年 1月KF教養課程の改善について」と題する答申（京

大広報116.2 4を参照）を提出しその念かで 4年一貫教育，一般教育科目と専

門教育科目の画一的な区別の廃止，学生の自主的念選択を生かせた専攻の決定

等を骨子とする「大学教育の改革案 Jを提示した。しかるに本答申 K:J:...いて，

一般教育と専門教育の関係についてはともかし修業期聞を 4～6年K変更し，

教育課程に厳格念 3区分を導入したととは，前答申と内容的K食い違っている。

とれ忙ついて本答申は，「現行の……教育課程を離れて J，「大学教育の理

念をよタよ〈実現 Iしうるような……方式を考えJてみた結果である，と断って

いる。しかしながら前答申の特色は，イ可を自己の専門系列とし，専門系列bよ

び非専門系列からいか念る学科白を何年次に l>＂＇いて履修するかを，軒々 の学生

が選択しうる自由をできるだけ拡げるとと，換言すれば，大学卒業生のイメー

ジが個々の学生Kより，それぞれの希望や特性に応じてつく b上げられるとと，

を保障しようとナる配慮にあった。とれに対して本答申は，すべての学生K対

して画一的念 5区舟の教育課程を押しつけるとと Kよって，大学卒業生のイメ

ージをつぐ b上げるイニシャティヴを各「部Jの手に移したよう K思われ，そ

の点・Ki,-.1,,¥て大学教育のあ b方K対ナる基本的念発想の転換が見受けられる。

とうした発想の転換は，大学教育の理念をよりよ〈実現するためK，念ぜ不

可欠であるのか，また，それはどのように大学教育の理念の促進に貢献するの

か一一本答申の説明はは念はだ不十分である，といわざるをえない。

との説明不足は，大検委の構成員の中K，学生，ととに低学年の学生と日常

的念接触の経験の左い者が少左くなかったととによるのかもしれ左い。

｛賛成者：川郡部委員）

【稲本委 員の意見】

HEALTH SCIENCE CENTER （保健科学センター）を第目部「大学の

未来像」中の特殊的形態の「部Jとして設置するととを提唱する。

との部門ほ個人bよび社会大衆の保健，厚生K関ナる科学の研究教育 b よび
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医学的診療，を合せて総合的に実践する部門であ h，大学外Kも太き念研究教

育の対象がある。従って大学が常κ社会へ向って開いている最も大き左門とも

称せられる。

従って，本文中 Kある保健管理センターも当然との中 K吸収されるものと念

ろう。

教育 K関しては，

i ) 医学生に対する卒前教育

ii ) 若年医師の卒後研修

iii ) 医療技術者，保健技術者等の教育

iv ) 医師 b よび医療技術者の生涯教育

研究は，ー

広〈医学K関連する分野の研究

その他，診療K関係して，病院設備を有するため，その運営K当る多〈の

人的構成，があり，教育，研究以外の現業部門のためK特殊の組織形態をつ

〈る。

な_i,－.，卒前教育特に臨床教育の拡大としては，とのセンター以外K多〈の特

種医療施設，（例えば，教急医療センター，リハビリテイシヨンセンター，

特種疾患療養所等〉会よび一部の一般市中病院を教育の延長施設として関連

病院とする必要がある。

以上の如き大主主κi,~ける学問の研究，教育の具体的左新しい有機的総合の

方向が大学の未来像として示されるべきである。

、との提案は伺も架空，唐突のものではなしすでK先進国Ki.－－いて，着手

され，またはすでK実効を挙げつつ念るものであることを附記する。

【 大 橋 委員の意見】

1. 第 I部「大学の任務 Jの特徴は，社会のための人間という視点、が先行し，

一人一人の個人にとって学問とは何か， という基本的な観点が火除していると
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とである。大学という単位Kせよ国家という単位Kせよ人類という単位Kせよ，

あらゆる社会は個人の幸福の増大K有効であるとと Kよってのみその存在が正

当化されるものであb，また学聞は何よ bもまず学問をする当人の完成のため

のものである。との答申のような個人軽視の大学観は，大学の部品製造工場的

性格を強化する結果を生じよう。

「現実総体の認識 Jという用語が用いられているが，認識と言いながら，と

とでは個々の人間の認識の外にある「科学 Jの総体性だけが取上げられ，個人

の人格の integrit yの中での学問，個人の認識の総体性はまった〈無視され

ているoとのよう念学問観の下にかいては，教育の中心的部分は欠落せざるを

え念い。奴隷教育に対する自白人教育 liberal educationの伝統を現代に生

かすよう念一般教育観が受け入れられる余地のないととは必然である。

人間疎外はつねに人間的念るものの名t(i,－.い行なわれる。かつて三木清は，

「人類Jの名 t($＞いて，「社会Jの名Kかいて，個人の幸福が破壊される状況

を鋭〈告発した。全体主義体制の中で危険を冒して行なわれた勇気ある発言を，

彼を育んだ京都大学で今日想起せざるを得左いのはまととに残念である。

2. 第 I部「大学の任務」が空疎K感じられる理由は，それが多分Kととほの

どをかしに依存しているからである。その第一は自然言語，とくに抽象語の取

扱いの誤りであって，自然、言語の多義性，字義的意味と文脈的意味の混同，概

念規定の相対性念ど，推論に際してわれわれが努めて回避すべきととが，逆K

利用されている。「人類の福祉」というような語をそれだけ取 b出せば，誰も

文句をつける人は念い。ととろが，たとえば pacificationという名のもと

にベトナムで行われているととを考えれば，「人類の福祉Jも「公共の福祉 J

とまった〈同じ注意を払って用い念ければ左ら左いととがわかる。現Kわれわ

れの周囲で「人類の福祉」が用いられたのは，石油化学教室の紛争や，「人類

の来来の福祉のため K帝国主義者を」やっつけたと言うテル・アピブ事件であ

るoとのよう念語は，それが具体的K何を指すかを言わずK用いる ζ とはでき

念いのである。との答申では具体的なレベルで意見の一致し念い所は抽象的表

現を用いて一致hているかのよう Kまとめであるが，それはどをかしであって，

政治的文章では行在われていても大学ではとるべき道では念い。

ととばによるどをかしの第 2は，命題の有効性についての考慮、の欠除である。
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かbk論理的Kは正しい命題であったとしても，それが判断の基準として機能

しえ念いものであった b，検証不可能であれば，無意味念ものK念ってしまう。

具体的K言えば，との答申K用いられている「人類の福祉」「現実総体の認識J

r有用性と迂回性」念どを適当に使えば，ほとんど何でも正当化するととが

可能である。したがってそれは判断の基準としての役割を果たしえず，何かの

根拠づけ＇tr::使われれば怒意的念ものたらざるをえ念い。いろいろ具体的念改革

案をもってきて適用してみれば容易にわかるととであろう。それゆえ，とれら

の文句は，念 Kかもっともらしい結構念ととが言ってあるという印象しか与え

念いのである。

大学問題検討委員会の各委員の善意については毛頭疑いをもた念いけれども，

改革方針立案のために設けられた機関がとのよう念空論K堕すとき，いかに美

辞麗句が並ぼうとも，それが現実に果たす機能は，内外からの改革の要請K対

する防波堤である。各委員は深〈その責任を感ずるべきであろう。

本答申の悪影響で，今後学内忙とのよう念空しい論議が繰り返されることを避

けるため，あえてとの一節を記した。同時KととKあげたよう念問題が，意味

論，記号学，哲学友どの学問の対象であって，いずれも理論化，体系化されて

いるととを指摘してbとう。

3. 5期制教育体制Kついて

現在の大学教育陀ついて， もっとも大き念問題であタ，かつ緊急、K改善を要

するのは，いわゆる「教養課程 Jの問題である。本委員会ではさきに，専門教

育一般教育の双方について四年間一貫教育を実施するとともに，縦割 hの弊害

をを〈すため，学部聞の壁を除きかっ学生の履習科目の大幅左自由化を行左う改

草案を提示したoそれに対して，今回の答申では縦割りの強化（第 T期専門教

育｝と横割 ！） Q)強化（現在二舟されている修学期間を三舟する）という，まっ

た〈逆方向の案を，同じ精神K立つという名のもとに提案している。

縦割bの横割 bというのは最も悪い形ではないかという bそれは新制大学開

設当初から強かったが，その後の実状はその判断が正しかったととを裏づけて

i,~ h，前期2年の教育K対する不満はきわめて強い。現在の枠組みの中では一

般教育が自律的念形で，かつ望ましい水準で行左われるととは不可能であるが，

今回の答申案は，との困難を倍加するであろう。それとともに，さきの答申 K
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あった学聞の多様性，学生の多様性の認識が今回の答申では大き・〈縮小され，き

わめて画一的である。とれは，個人の自由の見地からだけで左〈，学問の性質

からも問題であろうo’京都大学が諸外国φ、総合大学ではふつう念，自由な学問

のできる大学K念るととを期待したい。

現在全国の多〈の大学で，修学期間二分制， 「教養部j制の失敗を認め，そ

の改革のために多大の努力を払うているが.；教養部の自主性が認められぬ問題

の性質上，いずれも難航しているのが現状である。ところが，新制大学発足当

初，現在の方式を強〈推進して，その後のわが国の大学教育混乱の因を左した

のは，ほか念らぬ京都大学であるO 現在またまた思いつき的左案を出して，ょ

うやく方向の見え出した教育課程の改革 K混乱をひき bとす責任は重大である。

現場を知っているものKはあま bkも問題の多い案であって，そのまま実現す

るζ とはとうてい考えられないけれども，実際にはなそら〈他の改善案の可能

性を封ずる役割を果たし，結果I'(j;~ いて改善を不可能走らしめるととを深〈危

倶するものである。

【清水（茂）委員の意見】

1. 本答申は，次の点Kついて修正される ζ とが適当と考える。

(1) 第四部 2ー 1-3一般教育と専門教育の実施方法の全文を以下のように

改めるO

2-1-11'($~いて述べた理念念り目的によって考えれば，一般教育は，

専門教育の準備をなすもので念いばかりか，時Kは「総合性」の達成とい

う最終段階 l'(i,~ いて学ばれねば左らぬことさえもあるo したがって，さず

一般教育を終えて専門教育に移るのではなく，専門教育と一般教育が並行

して修得されねば念ら左いっ

専門教育と一般教育とのちがいは，専門教育が自分の所属する「部Jire 

i,~ いて，その，学問の体系K もとづいて，系統的にカリキュラムが組まれる

の K対し，一般教育は，他「害~J I'( i,~いて行念われる教育を，被教育者K

理解しうる能力さえあれば，自由K聴講できるものとすべきであって，
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般教育のために特別の講義が行念われるのでは念い。

一般教育の学習については，個人の主体性を尊重し，一定のバターン Kあ

て，はめるようなととをしては念ら念い。念んと念れば，第 I部で述べたとと

〈「人間形成を行念ってゆ〈主体は，教育を受ける個人個人」（第 I部 3-

l - 1 ）であるからである。

又，一方， 2-1-2にかいて，指摘されているどとく，専門教育の具体

的内容K差異があるのであるから，それにつれて一般教育の専門教育K対す

る比重も異なって来る。そうだとすれば，一般教育と専門教育の実施方法に

ついても， 「都 J(ICよって大き左差異が出て来ると思われ，それらの具体的

方法は， 「部」の決定によらざるをえ左いであろう。

（賛成者：磁村委員）

(2) 第四部 2-2の全文を削除する。 （質成者：磯村委員一）

（上記（1), (2）の理由）

答申は， 3期告ljを採用しているが， 5期制には，つぎのよう念採点がある

と思われる。

① 「2- 2 - 2 第 2期の教育」は，「専門以外の学科の履修K専念する

ことのできる時期 Jであるが，「第 1期Kつづいて，外国語科目や第 1期に

かいて所属した「部」の専門科目を学習するとともさし支えない Jとすれば，

第 1期と第 2期との区分は，必ずしも明確でなし分期の理由があいまいで

ある。

＠ 「第2期κi,＇＞ける学生の所属」に 「第2期κ;t..ける固有の学生の組織j

が考えられているが，第 1期・第 5期と異念る組較をとるためKは，第 1

期・第 2期終了のためのある「わ（ Jが必要と念り，ひいては留年制が行念

われるまFそれが多分Kある。

③ 学聞の種類によって，研究方法・体系に大き左ちがいが存するのに，画

一的K一般教育を行念うととは，専門教育との関連から見て甚だ疑問である。

④ 専門教育は，体系的に連続的に行念うとと Uてよって，はじめて効果があ

るものがあ b，途中で 1年のブラコクを設けるとと Kよって，その連続性が

失念われ，はじめからやり直さねばならぬものがある。そうであれば，第一

期の専門教育は，効果の少ないものと念ってしまうであろう。
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以上のよう念諸点から， 5期制は，研究の自由・教育的効果かよび学生の人

格の尊重等に関して，大き左疑問をいだかざるをえず，到底賛成でき念 V'>0 そ

とで，代案を示した。

(3) 第園部 4- 6中「人事交流のため任期制が実質的K行なわれてゆくためには，

直ちに法令土の規定に依存せず，むしろ学内になける申合せから出発して，そ

れを慣行化してゆくととが望ましい」との文章を削除する。

（理 由） f学内にかける申合せから出発して，それを慣行化してゆくとと

が望ましい」とあるが，「（1）他大学 bよび関係研究機関……でも任期制を

採用し J（第目部 4- 6 ）という前提条件から考えれば，矛盾するもののよう

に思われる。左んと念れほ，定年制と呉左 b ，を~以後の受け入れ先を必要と

するものであり，かつ他大学かよび関係研究機関が任期制をその「学内」で申

合せる ζ とを，自治の尊重からいって強制でき念いからである。したがって，

「学内t,cl>＂ける申合せ」は，会たがいに牽制しあって，結果的に「申合せ」が

成立しないこととなろう。任期首；jを具K実行するためには，「法令上の規定」

は望まし〈念いが，か左タ強力な推進組織が必要であろうと思われるo

2.(1) 第四部2- 3の（5）教育体制・教育課程検討委員会の設置の項t,cl:>" V'>て，「大

学入学者選抜方法のあり方，在学中の成績評価や単位制のあ P方，その他，大

学の教育体制，教育訣程上の諸問題につき，長期的展望の下 K恒常的に問題点

を検討しつづけてい〈全学的規模の委員会が設置されるべきでるる」とあるが，

入学・単位・教育体制等の問題は，単左る技術的問題にとどまらず，時には，

未来像の根本にかかわるものであって，その結論いかんによって，本答申案の

ある部分は，砂上の楼閣 Kすぎ念いものと念るなそれもある。以下，問題点も

し〈は私案を提出してみたい。ただし，そのすべてをつくすものeではない。

① 旧制大学が，ヨーロッパの火器・κ，範をとったのK対し，新制大学は，ア

メリ力の大学を学んだものであることはいうまでも念い。したがって，新制大

学は，アメリ力的管理社会を前提Kしているものといえよう。もし，グメリ力

的管理社会を是認する念らば現行の借り度Kもとづいてよいが，そうで念ければ，

ヨーロッパ的形態の大学を参考にしてよいのでは念いかoたとえば， ドイツの
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大学忙ないて，学生が一つの大学のみで学ばず，複数の大学Kまやいて教育

を受けるのが常であるとと念どがそうである。念会，アメリカ κ ：！，~いても，

一人の学生Kついて，大学と大学院とが， j,~ :J:,~ むね別であるととも考慮せ

られるべきととである。

② 現在の大学の入学試験はイある定員を定めて，競争試験が行左われる。

定員は，教育施設の状況念ど Kよって定められたものであろうが，大量の

留年の存する現在では，かかる意味Kもとづく定員は無意味と念りつつあ

るoそれから考えれば，定員K限定されず，大学の入学資格があると認定

されたものは自由に学びうるよう Kする方法も考慮されてよいo念b，大

学教育を受ける能力があるかどうか，大学の入学資格のためK，特定の試

験が課せられるととを否定するものでは左い。

＠ 現在，単位は，卒業のための必要条件として，均一K数量化される傾

向がある。しかし，大学κ ：！，~いては，何単位得たかというととより，何を

学んだかの方が大切であると思われるoその意味で，単位を数量K換算す

る卒業制度を廃止して，何を習得したかを証明するよう Kすべきではない

だろうか。そうすれば，大学で学習した程度までは社会的K認められると

とK左タ，卒業し念ければ，大学で学んだすべてが否認される現行の制度

よりも，合理的であろう。卒業K代わるものとしては，学位取得を考える

ととも可能である。

(2) 第四部 2-3の｛4) 学生の教育環境，学習設備の整備と修業年限の項K

bいて，「学生の主体的・創造的念学習活動をすすめるため「部」の特殊

性・必要性K応じて教育環蹄，学習設備の整備を志向すべきである Jとあ

b，文，「学生の厚生施設の面でも十分の配慮が必要である」とあるが，

学生のみ念らず，教職員K対しても，衣はともかく，食・住の確保は，大

学の責任κ$..いて左されるべきものである。とれは，社会主義国のみ左ら

ず，英・米の大学!'C$ ..いてもしばしば見られるととろであって，わが国の

江戸時代以前の学校教育制度でも，食・住の提供はふつうであった。さら

に，とのととは，単K厚生的意味ばか bで左〈，教員・学生の相互の接触

の機会を大きくするとと Kよって，教育的・研究的Kも大き念意味を持つ

もので，ある。
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【田中委 員の意見】

「部」制度と大学の自治について

1. 答申第E部「大学の未来像Jにないては，とれまで研究，教育の基礎単位が

講座とされ，それらが学部を構成していたのに対して，新し〈「部」（ De-

partment）を基礎単位とするとされている。現在の講座制度，学部自治の

もつ弊害については，第 E部の「大学の現状と問題点」で〈わし〈指摘され

ているが，とくに講座制度の弊害をとタのぞく上で， f部」制度の積極的意

義が認められよう。

しか，し，大学の自治と深いかかわタをもっ制度の改革K際しては，新たな

般構がそれをどの様に保障しうるかについて，慎重な検討が必要とされる。

との観点から見るとき，「部」制度は従来の学部自治にかわヲて全学的左大

学の意思集約の機能を十全に果たしうるか疑問とせざるをえない。

2. 現在大学の運営を見るとき，それぞれの学部のエゴイズム Kよって，全学

的念規模でのまとまタや自由念意思的行為がはばまれているとの反省Kえっ

て， 「部」構想は現在の講座，学部にかわってその中間規模（教官数 3a～ 

5 a名）の「部 Jを基礎単位として設定し，それらを直接全学的中央機闘に

つ念げるという考えであるO （「部」の集合としての「系」（ Schoo、1）の

可能性が指摘されているが，それは連絡，調整の役割の域を出念い副次的，

使宜的念ものと考えられる。）との構想を現実の京都大学の規模の場合にあ

てはめて見れば，「部」の総数は数十に達するo ととろでとの様に多数の「

部 J!'C対して，現在の学部制度にむけると同様左自治を認め，それを尊重し

たとすれば，それらの直接の集合体としての大学のまとま bは，いっそうむ

っかし〈在るととは明白であろう。「未来像Jはとのすじがきを暗黙裡陀見

越した上で，全学審議機関と全学執行機関を設定し，それに大き念権限を与

えるとととしているつ

3. との構想は，現在の学部目治の弊害をとタ除とうとするあま.！） ，少数学問

の擁護K見られる様念各学問分野の相対的自立性，教育・研究活動の末端から

の累層的在意思集約の側面を軽視するもので，中央集権的念管理・運営が進

められる危険をはらみ，それへの有効念歯どめを欠いている。
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4. 一方学問研究の見地から見ても，とのままの「部 j制度は，第 E部第 1章

K述べられている「専門毎の再編成 Jの考えにつ念がるものであって，従来

よbいっそう専門細分化を促進し，現在学聞に求められている総合性，社会

性，批判性左どをそと念うまpそれが大きいo

5. 大学の自治の形がい化の要因の一つは，教授会自治にしばしば見られる様

に，運営の機構が教育・研究の末端の実態を適確K把握しえない所Kある。

機能と権限の中央集中は，一見効率的K見えても，角を矯めて牛を殺すのた

とえの様K，大学の真の機能を殺すものと言わざるをえ念い。

【槌田委 員の意見】

(1) 本答申はその冒頭 '1C:1:, ..いて「古めかしい命題」とととわ bつつ「真理の

探究」を「ととさら Jvc「研究の理念 Jと規定し，そして「人類社会への福祉J

のためとのべている。「古めかしい命題 Jであるから今更のべるととの価値

は充分理解しがたいが， ととさら K異をと左える気Kも左れ左い。ただ，しか

しとのよう念美しい命題をかかげ， 「現実総体の理性的認識」真理への「迂回

性J左どは従来は左かったもの左のだろうか，それらをと P入れるとと Kよっ

て，今までの大学と何がかわるのか，かわらないのかが不明確であるoとと新

ししそれらを取り上げるととに意味があるとすれば，今までの大学K，その

よう左視点が欠けてかb，その結果どのよう左欠陥が大学Kあったのかを語ら

ねばなら念い。大学が社会的に果たしてきた役割を冷徹K分析し，事実K則し

てきびしく反省するととろからはじめねば左ら左い。戦争K協力してきた戦前

戦時の例はともかく，戦後を考えても．高度成長策Kは，生産性向上，技術万

能思潮K協力し・・・…。その聞大学は「現実総体」を「理性的に認識」し， 「人

類の福祉 JのためK「指導性 jを発揮して批判・貢献してきたであろうか。社

会的自然的環境破壊を事前に警鐘を発するととを左しえたであろうか。工場廃

水，大気汚染が現実K深刻左社会問題と念る以前K，そのととを予見しえなか

ったととはまだしも，水銀・有害薬品のたれ流しK対しても研究業績をあげる

ためKは気にもとめ念かった事実すら最近露呈した。とのことは「迂回性」「
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総合性」とはほど遠い直続的盲目性によっているのでは念かったか。それらの

とと念どをどK対し，きびしい自己反省をとそ大学K求められていたはずであ

る。未来像もまたそ ζから作タあげられるべきものであろう。そのよう念とと

を経ずに語られる美辞麗句Kは美辞であるとと以上の価値K欠けるのでは念い

だろうか。反省すべき点は何も左い。－I古めかしい命題」を再確認するととで

よいというのであれば極めて幸福念ととであった。私は幸福念状態にあえて反

対する好みは持ってい左い。といって賛成ナるわけKもいか念かった一つの理

由は上記のよう左ものである。

(2) もう一つの理由は本答申が本委員会第 1答申（「教養課程の改善Kついて

J ）とその内容に》いて矛盾するかK見える点にある。第一答申は「 4年一貫

」を，そして本答申は「 5期制」を採用している。との聞の連関性は私Kは理

解でき念かった。もし矛盾ナるものであれば同一委員会が何のととわりも念し

K答申するとと Kは当然のとと念がら不自然、である（第一答申は時間的その

他の理由で検討不充分な結果まちがっていたとでもととわるとと K左るのだろ

うか〉。疑義は残るが，次のようにも考えるととができるのだろうかoす念わ

ち，大学の存在理由の一つはさまざま念考え方が共存しうるととろにある。大

学問題を検討する委員会が異念る考え方をそれぞれK支持し，矛盾をbそれず

意見をまとめるととによって，大学の存立理念を身をもって示すとと K在るの

だろうか。もしそうだとしても，総会でも発言があったように，「改革案を実

施可能念形Kねb上げる」という本委員会の役割から離れるととに在る。また，

多様念考えを併記するというととが答申の方針左ら，もっと他の考え方をも併

せ提案すべきであっただろう。

（賛成者：川那部委員）

【中野委員の意見】

ζの答申は，つぎの諸点にないて適切で念いので，賛成しがたい。

A.本答申は，教員Kよって作製されたにもかかわらず，大学の任務達成を，

自らの主体的念営みとして把握するのK，甚だしく失けてい’る。
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B. 本答申は，大学Ki,,>ける研究・教育の活動を，全人格的活動としてとら

えるのに，火けているo

C. 本答申は，一般論の部分Ki>＇いては実質的内容を失〈点が多〈，具体的

な部分も大学改革の有効な指針としての性格を備えてい左い。

（賛成者：川那部委員）

以下，とれらの点Kついて少々敷桁しよう。

1. との答申は，総長の諮問K対して，“大学の未来像Kついて基本的な立場

から考察し，大学改革の実施可能な案を作製する”ととを目標として出発し，

5年間の討議を経てまとめられたものである。との目標のため，大学の理念

を考察し現状を分析し，その上K立って未来像を描とうとしたのは，その限

タでは首肯できる所である。

ととろで，措かれるべき未来像は，大綱について具体的内容をもった制度

の案であるととも K，あま bk細部を規定した案ではありえず，まえあるべ

きでも念かろう。かつまた，制度は運用によって肉付けされ，生命を吹き込

まれるものであるo とのことは，実施上必要念細部の規定と運用とが，答申

の精神（大学の理念） vc照してあるべき方向に導かれるべきとと， bよび答

申 Ki>~ける理念の論はそのよう念指針となりうる程度Kまで具体的に展開さ

れているべきとと．を要請する。

一方理念を論ずる場合，二重の意味Ki,,1/'lて一致した意見に達するととが

困難であるO 一つには抽象語を用いて議論するとき，具体的念場合にかいて

その語のもつべき内容が不明確Kとどまるため，文言上の一致が実質的Kは

無内容K堕するがそれの故K。二つには，根源的左聞に対する答は，世界観

のちがいKよって各人各様であろう故K。

2. すく・ょに述べたととから見て，大学の理念について述べる場合， （その実

現はいうまでも念〈）述べられたととの意味そのものも，大学人 ζ とに教

員たちの実践Kよって，内容づけられてゆぐべき性格が強いと私は考える。

従って教員たちKよって作製された改革案は，大学の使命を自らが主体的K

とり〈むべき問題として，自らの意欲にかかわる問題として，担うものでな

ければ念ら左い。

念のためつけ加えると，との態度は現状分析やとるべき制度・方式の評価
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にかける客観性を否定するもので念〈，それと両立するものである。

3. 答申は，大学Ki,~ける活動の重点を，真・善・美の中の真，知・情・意の中の

知K置くのあま b，研究そのもの，教育そのものが，現実K生活する人聞の

全人格的活動であるととを，閑却している。“現実総体の認識”というのは，

1.の末尾近ぐに述べた内容不明確念抽象語の典型的左例と私が考えるものだ

が，答申が学問の総合性の拠り所をとの語K求めたのは，その総合が，個人‘

個人Kとっては各人の人格の統一性の中K実現されるものであるととを，閑

却したが故であると，私は考える。（高人K通ずる客観性の点Kついては，

“人間性の全面的発展”一一第 I部 3-1ー 1Ki. ..ける用語一ーというとと

を，教育のみ念らず人間活動全体Kついての目標としてとらえ，人類の歴史

の歩みの上に立ってとの語に深い意味を与えるとき，その拠り所が見出され

よう。）

教育 K関して， ζのよう左考え方の偏りは，さら K問題である。学生K，人

生への深い洞察・人間への愛・理想への志向左どKついて感得させようとする

ととは，大学教育の目標のうちで，重視しすぎるととができ念いほどの重要

点では左いか。第 i部 3-1-2～ 3-2-2が，いかKとれと隔っている

かは，一読して明らかである。一般教育の意義も，さかのぼればととに求め

られるべきであ b ，との点K~iする（答申の基礎にある）考え方の偏 b が，

第四部rel:>＂＂ける一般教育の考え方・扱い方 K大きく影響し，それを技術的左

ものKしてしまっていると，私は考える 0

4. 第 I部にいうテーゼ：大学V(i,－－ける学問研究は現実総体の認識をめざすと

いう主張が，我々の問題を考える上K有効を内容をもた念いとと Kついては，

既K言及したが，とれはC項にいう実質的無内容性の典型的左例である。一

方では新語を用いているため言葉から内容をとらえる拠b所が念〈，一方（

私は現実K試みたのだが）とのテーゼから導かれる2具体性の陵階Kかい

てよ P進んだ主張を，第 l部の中K探し求めて，それから ζのテーゼの内容

を帰納しようとする試みも，何ものをも生まない。との無内容性，無規定性

の結果は，上のテーゼ Kもかかわらず， “（学問研究の究極の目的である）

学問が人類K対して持ちうる意義を全面的K実現してゆくととは自動的には

できず，学問のあ b方をよ b正ーしいと思われる方向に変えてゆ〈要がある”
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（第 I部2- 2 - 1 (6））として，研究の目標K関する新らしい要素が導入さ

れている所K，現れている。

無内容性についての第二の問題点として，相反する記述（相反する要請）

の併列を挙げる。例えば学問の有用性と迂回性の議論〈両面の性質があると

の指摘）は，大学のあるべき姿を描き出す土K，積極的Kはほとんど何もの

をも寄与しない。

5. ・.答申第E部では，将来の大学をとのよう Kナべしとの提案がい〈つかなさ

れているが，答申自身が認めているどと〈，（委員聞の一致を求めるため）

重要念点K簡単Kしか触れていない点があ b，提案を具体的でなくしてしま

っている場合もある。最大の問題点は，最も基本的な“「部」の設置”（現

状からの移行）に関して，答申は方針の大綱ナら示さず，すべてを特別委員

会K任せている点Kある。この状態で改革の方針（特K実施可能念案〉を示

したと言えるであろうか．答申にもとづき特別委員会が設置されたとして，

どのような「部 Jをどのような規模で設置すべきかについて，その委員会が

本答申からどれだけの参考資料を得られるかを想像すれば，結論は明らかで

あろう。

第園部のその他の提案についても，第 I部l'Ci,~ける考察との関連がうすい

か，空疎左措辞で結びつけられたK過ぎぬ場合が多い。

（それらの提案の適・不適の論は，細部Kわた bすぎるし，第一，適・不適以前

のととが，今問題K念っているのである。）

6. 以上の所説の内容をさらに明らかKするため，検討委員会 l'Ci;-ける審議過

程からつぎの二点を引用してかく。

私が席上C項後半Kついて論じた際，答申案起草K当ったこ，三の委員か

ら，「 1項K引用した目標（委員会の確認事項）を厳しく解すれば，本案は

その目標K適合し念い Jととを認める発言があり，反論は全然左かった。答

申案は多数で可決されたのであるが，とのととは，“われわれ一人一人の課

題としてとらえ直すときには，強い緊張をしいる難題である，現実総体の認

識ということを目標Kかかげる”（第 I部 2- 1 -1 ）のK賛成した多数の

‘委員が，上の不適合性という現実を認識するK当っては，厳しくし念かった

ととを示すものでは念いか。（他の“現実”との相砲についての深刻念検討
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も念かったととを附記する。）私は，とれとそとの答申が，自らが主体的K

取り組むべき問題として扱われ念かった証左であ b，その取り組みの欠如が

答申を力念きものにしている適例であると，考えるo

今一つ，本答申 (IC$＇＞ける教育課程のあ h方と，前答申との関係を説明する

文章が，審議の過程で（原案起草者の修正によ .!J）一転再転した事実がある。

その問教育課程のあ b方の案Kは，実質的念変更は念い。二者の関係を説明

するのK，相反ナる二つの説明を提案することが可能であったのは，事実と

説明とが実質的念結びつきをもた念かったからであるo私はとれを空疎念説

明という。

【野田委員の意見】

主として次の二つの理由Kより，わたしは，との答申 K反対する。

① 第 Ii郁Kと＜ (IC顕著に見られるように，内容の空疎念抽象的表現が多し

かっ， 5部から成る答申全体が，緊密念内的連関を失いている。

② 第四部で教育課程K闘して念されている提案は，本委員会が前K行念っ

た答申の内容と方向を異にするものであ b，とのよう K同じ委員会が比較的短

期間のうちに方向の相違する答申をかと念うととは，無責任Kすぎるo
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〔委員名簿〕

（氏名の前の数学は，委員の所属部会別を示す。〉

委員長竹崎嘉真（化学研究所〉 。①①槌田 勘（工 学 部〕

副委員長岡本道雄（医 ，守ミM与. 部〉 今 ①杉原彦 （農 A弓Mー与 部〕

第部一会部会長 柴 田 俊 （原子炉実験所〉 。 ②塚本洋太郎（ // 

第副二部部会会長 中 野 茂 男 （数理解析研究所） ~ ③岡本 // 

第部三会部会長、 両白 恭彦（経済学部） ~ ①①安藤仁介（教 養 部）

第三部会 長 谷川博一（理 学 部〉
。 ①野田宣雄（ // 

副都会長

委員①今津 晃（文 学 部〕
タ①①大橋保夫（ " 

①清水 茂（
今 ①中村賢二郎（人文科学研究所）。 // 

~ ①上坂 郎 （禁罪胸部疾患研）
今 ③萩原淳平（ // 

。 ①服部嘉雄（属品ネノレギー）
砂 ①池田 進（教育学部〉

。 ①樋口隆昌、（木材研究所）
今 ②和田修一（ // 

。 ①③森田雄平（食糧科学研究所〉
イP ③兵頭泰コ（ // 

~ ①①岸本兆方（防災研究所〕
~ ①奥田 昌道（法 Aす叫ー 部）

今 ①今井六雄（ウイルス研究所〉
~ ②磯村 哲（ // 

今 ①尾上久雄（経済研究所）
~ ＠溜池良夫（ // 

①松田博嗣（書礎物理学研究）今

。①②瀬地山 敏（経済学部〉
今 ① JI I村俊蔵（霊長類研究所〉

イP ①前川嘉 // 

~ ①田中 正（理 学 部） 旧委員 井上智勇（文 点弓孟aー' 部〉

今 ① 川那部浩哉（ // 4伊 上野照夫（ // 

~ ①菅原 努（医 Aザ主4ー与 部〉 今 柿崎祐 // 

イP ①稲本 晃（ // 。 服 部 正 明 （ // 

今 ③藤田、元始（ // ~ 武 内 義 範 （ // 

＃ ①山科 郁 男 （ 薬 店守主4ー－ 部） 。 姫 岡 勤（教育学部）

争 ①中垣正幸（ // 。 高瀬常男（ // 

今 ① 瀬 崎 仁（ // 。 相良惟 // 

。 ①清水祥 （工 学 部） ク 野口 名隆（法 A守L与 部〉

~ ②武上善信（ // 今 平井俊彦〈経済学部〉
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。 浅沼高里（経済学部〉 1, 上村恵 （農 学ー部）

。 太藤重夫（医 学 部〉ー 1, 井上 健（教 養 部〉屯

1, 穂積啓一郎（薬 学 部〉 今 河野健一〈人文科学研究所）・

1, 中島 稔（農 学 部） 。 辻 周 介（襲警胸部疾患研）

。 . JIIロ桂三郎（ ,, 1, 桜井 彰 （喜美長ネルギー）
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